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第１章 はじめにお読みください 

第１章 はじめにお読みください 
 
このたびは、『AVG PC TuneUp』をお買い上げいただき、ありがとうござ

います。ご利用の際には、はじめにユーザー登録を行ってください。 
 
１-１ ユーザー登録の方法 
ライフボートのホームページ のオンラインユーザー登録メニュー

（http://www.lifeboat.jp/reg/）から簡単にお手続きいただくことができま

す。 
 
１-２ ユーザー登録をされたお客様へのサービス 
ユーザー登録をしていただくことによりバージョンアップ情報や優待販売

のご案内、テクニカルサポートなどのサービスをご利用いただけます。ご

登録いただいた内容に変更がある場合は登録内容を変更することがで

きます。 
 
１-３ サポートについて 
ライフボートでは、ユーザー登録をされたお客様に対し、そのソフトウェア

が使用可能なシステム環境で発生した問題に対するテクニカルサポート

を行っております。サポートセンターのご利用方法等は、別紙の『サポー

トセンターご利用の手引き』を参照して頂くか、以下の Web サイトをご参

照ください。 
http://www.lifeboat.jp/support/ 

 
１-４ ライセンス 

本製品は、ご家庭（同一世帯）の PC 5 台までインストールして、2 年間

使用することができます。 
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第２章 PC TuneUp について 
 
『AVG PC TuneUp』（以降『PC TuneUp』と記載）は、パソコンを高速化、

最適化するための先進の機能を搭載したチューニングツールです。ワン

クリック メンテナンスによって、Windows を遅くする原因となる問題を簡

単に解消することができ、メンテナンスは定期的に自動実行されるので

手間もかかりません。また、ターボモードによってパソコンのパフォーマン

スを最大限に引き出すことができるほか、最適化、クリーンアップ、カスタ

マイズを行うための 30 以上の豊富なツールが搭載されているので、ご利

用のWindows を最適な状態へチューニングし、まるでパソコン購入時の

ような軽快な動作を維持することができます。 
 
２-１ 動作環境 
＜必要なシステム＞ 

 

 

 

 

 

 

対応 OS： Windows 10/8/7/Vista（32 ビット/64 ビット） 
対応機種： 上記 OS が正常に動作するパソコン 

（PC/AT 互換機） 
対応 CPU： 1GHz 以上 
メモリ： 1GB 以上 
ディスクの空き容量： 200MB 以上 
その他： Internet Explorer 8 以上 

インターネット接続（セールス番号登録時、アッ

プデート時） 
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２-２ 注意事項 
■ 本製品は、『TuneUp Utilities 2013』の最新バージョンとなります。

ライセンスの有効期限は 2 年間です。 
■ 製品のアクティベートに必要なライセンス番号は、同梱の「セールス

番号」を Web 登録することにより発行されます。発行されたライセンス

番号で、ご家庭（同一世帯）の PC 5 台までアクティベートできます。

有効期限は、アクティベート実行日ではなく、ライセンス番号発行日

から 2 年間になります。 
■ セールス番号の登録、ライセンス番号発行時にインターネット接続が

必要です。 
■ LB Win 軽快ツールズ シリーズや他社製の同様のソフトと同時に使

用することはできません。  
■ ご利用のPC環境によっては、本製品を使用しても効果が見られない

可能性があります。 
■ 旧バージョン（TuneUp Utilities シリーズ、PC TuneUp シリーズ）と

は共存できませんので、旧バージョンは本製品をインストール前にア

ンインストールしてください。旧バージョンで作成したプロファイル、無

効化したプログラムやスタートアッププログラムなどは引き継がれませ

んので、本製品をインストール後に再設定する必要があります。 
■ SSD のデフラグは行えません。  
■ 抹消機能によって削除されたファイルは、復元することはできませ

ん。  
■ Windows 8/10 では、デスクトップアプリケーションとして動作します。 
■ iPhone/iPad/iPod touchのクリーンアップ機能は、iOS 8.2まで対応

します。8.3 以降で動作しているデバイスは、Apple によりオペレーテ

ィングシステムへのアクセスが制限されているため、サポートされてい

ません。 
■ iPhone/iPad/iPod touch のクリーンアップを実行する際には、

iTunes をインストールし、機器を USB ケーブルで接続する必要があ

ります。 
■ 特典のスマホ用ウイルス対策ソフトは、Android 版のみです。 
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第３章 インストールと製品化（アクティベート） 
 

製品をインストールすると、初回のメンテナンスが実行されます。その後、

ライセンスのアクティベートを行い、製品化していただく手順になります。 

 
【旧バージョンをご利用の場合】 

本製品は、旧バージョン（TuneUp Utilities シリーズ、PC TuneUp
シリーズ）との共存はできません。旧バージョンはアンインストールして

から、本製品をインストールしてください。 
旧バージョンで作成したプロファイル、無効化したプログラムやスター

トアッププログラムなどは引き継がれませんので、本製品をインストー

ル後に再設定する必要があります。 
 

 
３-１  インストール手順 
 

(1) 製品 CD をドライブにセットすると以下の画面が表示されます。「イン

ストール」をクリックします。自動的に表示されない場合は、CD 内に

ある「スタート.exe」をクリックしてください。 
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第３章 インストールと製品化（アクティベート） 

(2) インストール ウィザードが表示されます。ライセンス契約書、プライバ

シーポリシーの内容をご確認後、チェックボックスにチェックを入れて

「インストール」をクリックします。 

 
 

 

(3) インストールが開始されます。しばらくお待ちください。 

 
 

 

 

「表示」をクリック

すると、それぞれ

ラ イ セ ンス契約

書、プライバシー

ポリシーを表示し

ます。 
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(4) 完了画面が表示されたら「終了」をクリックしてウィザード画面を終了

します。 

 
 

(5) インストール完了後、更新確認が行われ、最新バージョンが確認され

た場合、自動でダウンロード、インストール処理が行われます。 

 
 

以上でインストールは完了です。このあとワンクリック メンテナンスの画

面が表示されますので、このまま次節に進んでください。 
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第３章 インストールと製品化（アクティベート） 

３-２  インストール後のワンクリック メンテナンス 
 

(1) インストール後に、初回のワンクリックメンテナンスを実行する画面が

表示されます。[今すぐ分析を開始する]をクリックしてください。 

 
 

(2) 分析が開始されます。 

 
 

※初回の分析は時間がかかる場合があります。 
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(3) 分析が完了すると、問題や推奨事項が表示されます。[メンテナンス

の実行]をクリックすると、最適化処理が実行されます。 

 
 

(4) 処理が完了すると以下の画面が表示されます。体験版の表示になっ

ておりますので、製品化（アクティベート）を行う必要があります。この

まま次節にお進みください。この画面は「×」で閉じ、PC TuneUp は

いったん終了してください。 
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第３章 インストールと製品化（アクティベート） 

 

※ 今後、3日毎にPC が使用されていないタイミングでメンテナンスが自

動で行われます（標準設定）。 

 

※ 初回のワンクリックメンテナンスではハードディスクのデフラグは行わ

れません。次回、または自動実行された際に行われます。 

 

※ ワンクリック メンテナンスの詳細については、『５－１』をご参照くださ

い。 

 

 

３-３  製品化（アクティベート） 
 

パッケージに同梱されている「セールス番号」（お客様控えに印字してあ

ります）は、製品化を行うためのキーではありませんのでご注意ください。 
 
以下の登録を行っていただくことで、製品化を行うための「ライセンス番

号」を発行いたします。 
 
発行されたライセンスキーで、ご家庭（同一世帯）の PC 5 台までアクティ

ベートできますが、有効期限はアクティベート実行の日時ではなく、ライ

センスキー発行日から 2 年間になります。 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

セールス番号 
ライセンス番号 

（プロダクトキー） 発行 

ライセンス番号 

いずれも同じ日に期限

が切れます。 

２年間有効 

 アクティベート 

 アクティベート 

 アクティベート 
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(1) 製品 CD をセットし、「ライセンス番号の発行」をクリックしてくださ

い。 

 
 
 

(2) セールス番号の登録ページが開きます。 

 
 

※ このページは http://lifeboat.jp/avg/ からでもアクセスできます。 
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第３章 インストールと製品化（アクティベート） 

(3) 下までスクロールすると、「セールス番号入力欄」があります。セール

ス番号を入力し、「登録」をクリックしてください。 

セールス番号は、パッケージに同梱されている『お客様控え』に記載

してあります。 

 
 

 
(4) 必要項目を入力後、「ソフトウェア使用許諾契約書に同意します。」に

チェックを入れ、「送信」をクリックしてください。 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

『ライセンス番号』がこのメールア

ドレスに送信されます。 

メールアドレスの入力間違いに

ご注意ください。 

半角文字で、ハイフンを含めて

ご入力ください。全角文字は認

識されません。 

×１２３４５－ＡＢＣＤＥ 

×12345ABCDE 

○12345-ABCDE  

○12345-abcde 
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(5) 製品化に必要なライセンス番号が表示されます。また、ご登録のメー

ルアドレスにも送信されますので、紛失しないよう大切に保管してくだ

さい。 

 
 

 

(6) ライセンス番号をドラッグ＆ドロップで選択して、右クリック「コピー」し

てください。 

 
 

(7) PC TuneUp を起動します。製品化されるまでは以下のような画面が

表示されます。「プロダクトキーを入力」をクリックしてください。 

 



第３章 インストールと製品化（アクティベート） 

 

※ この画面が表示されない場合は、PC TuneUp を起動し、「ヘルプとサ

ポート」-「製品の有効化」をクリックしてください。 

 
 

 

(8) プロダクトキー入力画面に、右クリック「貼り付け」すると、コピーしたキ

ーが張り付きます。「次へ」をクリックしてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

「プロダクトキー」入力欄には、「セールス番号」ではなく、

Web登録で発行された「ライセンス番号」をご入力ください。 
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(9) 正常に完了すると製品化され、今後体験版の表示はなくなります。 

 
 

 

※ 使用中にAVGのユーザー登録画面が表示されることがありますが、

登録は必須ではありません。必要がなければ「スキップ」をクリックし

「今後、通知しない」をお選びください。 
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第４章 PC TuneUp の使用方法  
第４章 PC TuneUp の使用方法 
ここでは、製品のメイン画面であるスタートセンターの起動方法をご案内

します。製品自体は、Windows 起動時に自動的に起動され、ワンクリッ

ク メンテナンスなどは、バックグラウンドで自動実行されます。 

 
４-１  スタートセンターの起動 

スタートセンターは、次の方法で起動することができます。 

 
(1) デスクトップのショートカットから 

デスクトップにある[PC TuneUp]のショートカットをダブルクリックして起

動します。[AVG ワンクリック メンテナンス]をダブルクリックすれば、

ワンクリック メンテナンスを手動で実行することができます。 

 
 

 

(2) スタートメニュー 

[スタート]メニューから [AVG PC TuneUp]を選択して起動することが

できます。 
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(3) タスクバー 

PC TuneUp は、起動時にタスクバーに常駐します。タスクバーのア

イコンをダブルクリックするか、または右クリック[PC TuneUp を起動す

る]でスタートセンターを起動できます。 

 
 

アイコンを通常にクリックすると以下のメニューが表示され、   をクリ

ックするとスタートセンターが起動します。 
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第４章 PC TuneUp の使用方法  
４-２ スタートセンターについて 
ここでは、PC TuneUp のメイン画面となるスタートセンターについてご案

内いたします。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツール類はカテゴリごとにタブで

分けられています。 

「ダッシュボード」タブでは、全体

的な最適化機能を使用すること

ができます。 

 

パフォーマンスを

優先させるターボ

モード、省電力を

優先させるエコノミ

ーモードに切り替

えることができま

す。詳細は第６章

をご参照ください。 

 

チューニング（最適化）

のステータスが 5段階で

表示されます。 

 

100%にならないと効果

がないということではあ

りませんので、一つの指

標として、ご参考にして

ください。 

Wi-Fi、Bluetooth

を一斉に ON、

OFF できます。 

詳細は『６－３』

をご参照くださ

い。 
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全般的な設定を行うことができま

す。『１１－１』をご参照ください。 

[すべての機能]タブをクリックすると、利用できる機能が一覧で表示さ

れます。 
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第５章 ダッシュボード 

第５章 ダッシュボード 

ここでは、『ダッシュボード』タブにある機能についてご紹介します。 

 

 

 

24 



PC TuneUp 利用ガイド 

５-１ ワンクリック メンテナンス 

Windows を重くする一般的な原因を解消するため、レジストリのクリー

ンアップ、レジストリのデフラグ、無効なショートカットの削除、Windows と

プログラムの整理、ブラウザのクリーンアップ、起動とシャットダウンの最

適化、ディスクのデフラグが実行されます。 

標準設定では 3 使用日毎に自動的に実行されます。以下の画面から手

動で実行することも可能です。 

 
(1) 手動で実行する場合には、[今すぐスキャン]をクリックしてください。 

 
 

※ デスクトップにある[AVG ワンクリック メンテナンス]を実行しても同じ

メンテナンス処理を行うことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をクリックするとワン

クリックメンテナンスの

設定画面が表示され

ます。 
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第５章 ダッシュボード 

(2) 分析がおこなわれ、問題や推奨事項などが表示されます。 [メンテナ

ンスの実行]をクリックすると最適化処理が実行されます。 

 
 

 

(3) 処理が完了すると、以下の画面が表示されます。 [閉じる]をクリックす

ると、スタートセンター画面に戻ります。 
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５-２  プロファイルの作成 

利用環境に応じたプロファイルを作成することで、パフォーマンスを向上

させる推奨事項を確認、最適化を行うことができます。 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
(1) [今すぐスキャン]をクリックすると以下の画面が表示されます。インタ

ーネットの接続環境などを選択して[OK]をクリックします。 

 
 

※ プロファイルは後で変更可能です。 

 

 

ここでパフォーマンスを優先すると、

Windows の表示画面が大きく変わり

ます。上級ユーザー以外は、[視覚効

果を最適化しない]をおすすめいたし

ます。 

 

プログラムを無効化する機能もありま

すので、こちらも上級ユーザー以外

は、[まったくなし]をおすすめいたしま

す。 
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(2) 選択された内容に従って、推奨事項がまとめられます。[詳細を表示]

をクリックしてください。 

 
 

 

(3) 最初に概要画面が表示され、この例では 2 件の推奨事項があること

が確認できます。上部のタブで、 [ハードウェアとソフトウェア] 、[イン

ターネットの設定] 、 [視覚効果]の切り替えを行うことで、詳細が確認

できます。 

 
 

※ 表示される内容は、ご利用の PC 環境によって異なります。 

 

 

 

 

 

 

をクリックすると（1）

の設定画面が表示さ

れ、随時変更可能で

す。 
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(4) 例えば、インターネットの設定をクリックすると、具体的な推奨内容が

表示されます。この例では、http の同時接続数が、接続環境に応じ

て最適化されていないので、最適化するよう推奨されています。適用

する場合には、[推奨事項を適用]を押します。適用しない場合には、

特に設定を行わないか、 [推奨事項を非表示]を選択して、推奨事項

として表示されないように設定してください。 

 

※ あくまで推奨事項ですので、最適化する、しないのご判断は、お客様

ご自身で行って頂くことになります。よく分からない場合には、無理に

最適化せず[推奨事項を非表示にする]を選択してください。後で再

表示させることも可能です。 

 
 

最適化したり、推奨事項を非表示に設定することで、推奨項目がなく

なると、以下のように最適化済みとなります。 
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５-３  問題の修正 

主に OS 上のセキュリティ、プライバシーなどのシステム上の問題を修正

することができます。 

 
 
(1) [今すぐ解決]をクリックすると以下の画面が表示されます。問題となる

可能性がある箇所が、個別に表示されます。 

 
 

(2) 環境に応じた推奨事項が表示されます。この例では、4 件の推奨事

項があることが確認できます。この例では、ID番号がWeb サイトへ送

信されておりセキュリティ上の問題になる可能性があるため、無効に

することが推奨されています。推奨される解決策の箇所をクリックする

ことで、無効化することができます。適用しない場合には、特に設定

を行わないか、[問題を非表示にする]を選択して、推奨事項として表

示されないように設定してください。 

▶ボタンで、項目を切り

替えることができます。 

推奨される回避策が表

示されます。 
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※ 修正内容によっては、PC の再起動が必要になります。 

 

※ あくまで推奨事項ですので、最適化する、しないのご判断は、お客様

ご自身で行って頂くことになります。よく分からない場合には、無理に

最適化せず[推奨事項を非表示にする]を選択してください。後で再

表示させることも可能です。 

 
 

 

(3) 問題を修正したり、問題を非表示に設定することで、推奨項目がなく

なると、以下のように最適化済みとなります。 
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５-４  システム保護 

PC TuneUp では、変更した内容が戻せるようにバックアップが行われて

います。ここでは、変更内容を元に戻す手順をご案内します。Windows
の画面表示など意図しない修正まで行われてしまった場合には、こちら

の機能で変更前に戻すことができます。 

※ ハードディスクやレジストリのデフラグ/クリーンアップ、削除したファ

イルなどは元に戻せません。 

 
 

(1) [変更を元に戻す]をクリックすると、これまでの変更履歴が表示されま

す。元に戻したいバックアップを選択して、 [復元]を押します。 

 
 

※ バックアップは、標準設定では、2 週間後、最大数は 60 個に指定さ

れています。設定画面で変更可能です。 

をク リ ッ ク す る と

Rescue Center の設定

画面が表示されます。 
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(2) 確認画面で[OK]を押すと、復元が実行されます。 

 
 

(3) 完了したら、復元結果（変更内容が元に戻っているか）を確認します。  
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第６章 PC の動作モード 
ここでは、システムの最適化モードについてご紹介します。PC TuneUp
では、パフォーマンス重視のターボモードや、省電力重視のエコノミーモ

ード、無線を一斉に ON/OFF できるフライトモードなど、簡単にモードを

切り替える機能を搭載しています。一時的にパフォーマンスを上げたい

場合や、バッテリーを少しでも長持ちさせたい場合などに便利な機能で

す。設定や切り替えは、スタートセンターや、タスクトレイのメニューから行

うことができます。 
 

【スタートセンター】 

 
 

【タスクトレイ】 

 

このメニューはタスク

トレイのアイコンをク

リックすると表示され

ます。 

34 



PC TuneUp 利用ガイド 

６-１  ターボモード 

ここでは、パフォーマンス重視のターボモードについてご紹介します。不

必要な機能やバックグラウンドサービスを停止することで、パソコンのパフ

ォーマンスが向上します。負荷の高い処理を行う場合など、一時的にパ

フォーマンスを上げたい場合などに便利です。 
 
 

 

 

  

 

 

(1) ターボモードを選択すると、初回のみ以下のウィザードが表示されま

す。[次へ]をクリックして、ターボモード実行時に停止する機能を選択

します。設定は後からでも変更できます。 
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(2) 最初の設定画面では、バックグラウンドで自動実行される処理に関す

る設定を行います。もし、停止させたくない機能などがあれば、チェッ

クを外します。[次へ]クリックして、同じようにウィザードを進めます。 

 
 

 

(3) ウィザードの最後に、ターボモードを有効にする期間をシャットダウン

するまでか、常時オンにする（手動で切り替えるまで）か選択します。

[終了]をクリックしてウィザードを完了します。 
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(4) ウィザードを終了させると、ターボモードへの切り替えが行われます。

次回以降はボタンを押すだけで、切り替えることができます。 

 
 

※ ターボモードで、問題が発生した場合などは、 [標準]を押せば、すぐ

に元の状態に戻すことができます。 

 
 

※ ターボモードで停止する機能など、設定を変更したい場合には、設

定用のボタンをクリックします。 

 
 

設定画面が表示されるので、オフにしたくない機能のチェックを外し

ます。 

 
  37 



第６章 PC の動作モード 

６-２  エコノミーモード 

ここでは、省電力重視のエコノミーモードについてご紹介します。バッテリ

ーをより長時間使用できるようになりますが、その分パフォーマンスは低

下します。 

  
 

 

 

 

 

(1) エコノミーを選択すると、初回のみ以下のウィザードが表示されます。

要望にあった省電力レベルを選択するか、省電力を手動で設定する

ことができます。 
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(2) エコノミーモードへの切り替えが行われます。次回以降はボタンを押

すだけで、切り替えることができます。 

 
 

※ エコノミーモードで、問題が発生した場合など、[標準]を押せば、すぐ

に元の状態に戻すことができます。 

 
 

※ エコノミーモードの設定を変更したい場合には、設定用のボタンをク

リックします。 

 
 
設定画面が表示されるので、必要に応じて設定を変更します。 
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６-３ フライトモード 

フライトモードは Wi-Fi、Bluetooth を一斉に ON/OFF することができま

す。 

※ デスクトップPCなど、Wi-Fi、Bluetoothが搭載されていない場合には

グレー表示になり使用できません。 

 

(1) ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。「はい」をクリックする

と ON になります。 

 
 

 
 

 

(2) 戻すときは再度ボタンをクリックします。 
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第７章 コンピュータの最適化 

ここでは、『最適化』タブで実行できる機能についてご紹介します。 
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７-１  プログラムを無効にする 

インストールされているプログラムを、アンインストールせ

ずに無効化することができます。無効化することで、プログ

ラムが実行されていない場合でも動作しているバックグラ

ウンドサービスを停止させることができますので、システム

を安定化、高速化させることができます。無効化した場合

でもプログラムの起動時には、停止したバックグラウンドサービスも自動

的に起動されるので、通常通り使用することができます。 
 
(1) [最適化]タブを選択して、 [プログラムを無効にする]をクリックします。

初回起動時には、プログラムの無効化の説明が表示されます。ご確

認いただきましたら[OK]ボタンをクリックしてください。 
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(2) インストールされているプログラムの一覧が表示されます。ほとんど使

用していないプログラムなどがあれば、ステータスのボタンをクリック

して無効化することができます。バックグラウンド サービスを停止する

ことで、パソコンへの負荷が減りますので、パフォーマンスが向上しま

す。 

 
 

 

(3) いつ無効にするか選択画面が表示されます。今すぐ無効にするか、

プログラム終了後無効にするか、選択しクリックしてください。 
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(4) 無効にすると、右下にポップアップが表示されます。 

 
 

※ インストールされていてもバックグラウンドで動作しないアプリケーシ

ョンは無効化する必要がないため、設定できません。 

 

※ ウイルス対策ソフトなど、システムに必須のアプリケーションは無効

に設定できません。 

 

※ 無効にしたアプリケーションは、起動に時間がかかるようになります。

頻繁に使用されるアプリケーションは無効に設定しないことをお勧め

します。 
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７-２  スタートアップ プログラムの無効化 

PC の起動時に、自動的に起動するスタートアップ プ
ログラムを無効化することができます。不要なスタートア

ップを無効化することで、パソコンの起動を高速化する

ことができます。 

 
(1) [最適化]タブを選択して、 [スタートアップ プログラムを無効にする]

をクリックします。初回起動は、AVG 社のサーバに接続して他のユー

ザーによる評価機能を使用するか、選択する画面が表示されます

（使用する場合にはインターネットに接続されている必要があります）。

選択して[OK]ボタンを押します。 
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(2) 実行されているプログラムの一覧が表示されます。不要なスタートアッ

プ プログラムがあれば、ステータスのボタンをクリックして無効化す

ることができます。スタートアッププログラムを停止することで、パソコ

ンの起動や起動後の処理が高速化できる可能性があります。 
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７-３  不要なプログラムのアンインストール 

インストールされているプログラムをアンインストールする

こともできます。 

 

 

 
(1) [最適化]タブを選択して、 [プログラムをアンインストールする]をクリッ

クします。以下の画面が表示されるので、アンインストールしたいプロ

グラムを選択して、[アンインストール]をクリックします。 

 
 

 

(2) 画面の指示に従いアンインストールを実行してください。 
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７-４  ライブ最適化 

PC の使用状況をバックグラウンドで監視し、リソースを効

率的に割り当てることで、プログラムの起動を高速化し、実

行しているプログラムを優先的に処理させることができます。  

 

 
この機能は、インストールすれば、標準で有効に設定されているため、特

に設定を行う必要はありません。もし無効にしたい場合には、[最適化]タ

ブを選択して、 [ライブ最適化の構成]をクリックします。以下の画面が表

示されるので、プログラムの起動やプログラムの応答速度（処理）など、無

効にしたい機能のチェックを外して[OK]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

優先順位を下げたくないプ

ログラムがある場合は、こ

こをクリックして例外を指定

します。 

左側の一覧から優先順位を下

げたくないプログラムを選択後、

「->」のボタンをクリックして OK

をクリックしてください。 
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７-５ レジストリをクリーンアップする 

レジストリをスキャンし、問題のあるエントリ、壊れているエン

トリを修復、削除することができます。 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行わ

れています。個別に実行して頂く必要はありません。 
 

(1) [最適化]タブを選択して、 [レジストリをクリーンアップする]をクリックし

ます。ウィザードが起動します。 

(2) 通常は、[完全スキャン]を選択して、[次へ]をクリックしてください。 

 
 

(3) 分析が完了したら、画面に従い、問題を表示して詳細を確認したり、

問題の修正を実行してください。 
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７-６ レジストリをデフラグする 

レジストリをスキャンし、デフラグすることで、構造的な問

題を修復することができます 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行わ

れています。個別に実行して頂く必要はありません。 

 
(1) [最適化]タブを選択して、[レジストリをデフラグする]をクリックします。

ウィザードが起動します。 

 

(2) [次へ]をクリックするとレジストリがスキャンされますので、しばらく待ち

ます。 

 

(3) 分析が完了したら、結果が表示されます。画面に従い、最適化するタ

イミングを選択して処理を行ってください。 

 
※ 処理内容によっては、再起動が要求され、次回 OS が起動する前に

処理が実行されます。 

※ 処理中は、電源を切ったり、処理を中断したりしないでください。 
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７-７ システムの起動とシャットダウンの最適化 

システムの起動とシャットダウンを最適化するための推奨事

項をチェックすることができます。 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行わ

れています。個別に実行して頂く必要はありません。 
 

(1) [最適化]タブを選択して、[システムの起動とシャットダウンを最適

化]をクリックします。初回起動時にはプロファイルの作成画面が表

示されますので、プルダウンからご利用の環境に合う項目を選択し

てください。選択後、分析が実行されます。 
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(2) 分析が完了すると以下の画面が表示されます。 [推奨事項]をクリック

すると、具体的な内容が表示されますので、個別に最適化したり、非

表示にすることが可能です。推奨事項をすべて最適化したい場合に

は、[すべて最適化]をクリックしてください。 

 
 

※ あくまで推奨事項ですので、最適化する、しないのご判断は、お客様

ご自身で行って頂くことになります。よく分からない場合には、無理に

最適化せず[推奨事項を非表示にする]を選択してください。後で再

表示させることも可能です。 
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７-８  ハードディスクのデフラグ 

ディスク内をスキャンして、断片化されたデータを最適化す

ることができます。 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行わ

れています。個別に実行して頂く必要はありません。 

※ SSDのデフラグは行えません。 

(1) [最適化]タブを選択して、 [ハードディスクをデフラグ]をクリックします。

ウィザードが起動しますので、デフラグを行うドライブを選択して[次

へ]をクリックします。 

 

(2) 分析結果を確認して、必要であれば、デフラグの実行方法を選択し

て[次へ]をクリックします。 

 

(3) デフラグを実行した場合は、完了するまで待ちます。 

※ 処理には時間がかかります。 
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第８章 ディスク クリーンアップ 

 

ここでは、『クリーンアップ』タブで実行できる機能についてご紹介します。  
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８-１  Windows とプログラムを整理する 

プレビュー用のキャッシュや一時ファイル、プログラムをインス

トールした際の一時ファイルなど、不必要なファイルをまとめ

て削除できます。 

※ 削除したファイルは元に戻せませんので、注意してください。 

 
(1) [クリーンアップ]タブを選択して、[Windows とプログラムを整理する]

の[開く]をクリックすると、以下の画面が表示されます。削除したいファ

イルにチェックを入れて[クリーンアップ]を押します。 

 

※ マークの付いた項目を選択する際は、必要なデータを削除しない

ように注意してください。Windows Update のバックアップや古い復元

ポイントのバックアップファイルなども削除できますが、復元される可

能性がある場合は削除しないでください。 
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(2) 削除が行われ、結果が表示されます。[閉じる]を押します。 
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８-２  ブラウザをクリーンアップする 

ブラウザのキャッシュや Cookie、インターネットの履歴を削除

することができます。 
 

※ 削除したファイルは元に戻せませんので、ご注意ください。 

 
(1) [クリーンアップ]タブを選択して、 [ブラウザをクリーンアップする]の

[開く ]をクリックすると、以下の画面が表示されます。削除したいファイ

ルにチェックを入れて[クリーンアップ]を押します。 

 
 

(2) 削除が行われ、結果が表示されます。[閉じる]を押します。 

 

※ 処理結果を反映させるためPC の再起動が必要な場合があります。 

マークの付いた項目を選択する際は、必要な

データを削除しないように注意してください。 
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８-３  壊れたショートカットを削除する 

ディスク内をスキャンし、リンク先のない無効なショートカットを

検索して削除することができます。 

※ この処理はワンクリック メンテナンスで自動的に行われ

ています。個別に実行して頂く必要はありません。 

 
(1) [クリーンアップ]タブを選択して、 [壊れたショートカットを削除する]の

[開く]をクリックします。削除可能なショートカットが表示されます。 

 
 

(2) 削除したくないショートカットがあれば、チェックを外して、[クリーンア

ップ]を押します。削除が実行されます。 
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８-４  Windows 機能を無効にする 

ハイバネーション（休止状態）用ファイル、検索用のインデック

スファイルなどを無効にできます。無効にすることで、空き領域

を増やすことができます。 
 

(1) [クリーンアップ]タブを選択して、[Windows 機能を無効にする]の[開

く]をクリックすると、以下の画面が表示されます。 [無効にする]を押す

と、機能が削除されます。 
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第８章 ディスク クリーンアップ 
８-５  重複ファイルを検索して削除 
 
ファイルが重複して保存され、ハードディスクに無駄が発生していないか、

確認しクリーンアップすることができます。削除するファイルは十分に注意

して選択してください。 

 
(1) [クリーンアップ]タブを選択して、 [重複ファイルを検索して削除]をクリ

ックすると、以下の画面が表示されます。 [重複を今すぐスキャン]をク

リックすると、スキャンが開始されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキャンするドライブを選択したい

場合は[参照]をクリックし、必要なド

ライブにチェックを入れてください。 

[設定]をクリックする

と『１１-１』（14）の設

定画面が表示されま

す。検索条件等を指

定できます。 
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(2) 「スキャン中．．．」と表示されている間はお待ちください。大容量のド

ライブを複数検索する場合は時間がかかります。 

 
 

 

(3) スキャン結果が表示されます。重複ファイルは①「手動で削除」、②

「ファイルごとの自動削除」、③「見つかったすべての重複ファイルに

対して自動削除」の 3 通りがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

①手動で削除 

②ファイル

ごとに削除 

③見つかったすべての重複

ファイルに対して自動削除 
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①手動で削除 
保存先やファイルの作成日を確認し、削除したいファイルにチェック

を入れてください。画面右下の「削除」ボタンをクリックすると削除が実

行されます。 

 

②ファイルごとに自動削除 

ファイル名の隣の▼をクリックし、そのファイルの中で「最も古いコピー

を保持する」、「最も新しいコピーを保持する」いずれかを選択して削

除できます。 

 

③見つかったすべての重複ファイルに対して自動削除 

「すべて自動選択」をクリックし「最も古いコピーを保持する」または

「最も新しいコピーを保持する」を選択すると、リストアップされたすべ

ての重複ファイルに対し一括で処理を実行することができます。 

 
※ 標準設定では、ファイルはごみ箱に移動されます。空き領域を増や

したい場合はごみ箱を空にしてください。ただし、ファイルを復元でき

なくなりますので、操作には十分にご注意ください。 
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８-６  大容量のデータを検出して削除 

ディスク内を検査して、容量の大きいファイル/フォルダや容

量の大きいファイルの上位 100 件を確認して削除できるため、

効率的にディスクの空きを増やすことができます。 

※ 削除するファイルは十分に注意して選択してください。 

 
(1) [クリーンアップ]タブを選択して、[大容量のデータを検出して削除]を

クリックすると、以下の画面が表示されます。検索対象のドライブ、フ

ォルダを選択して、[次へ]をクリックします。 

 
 

(2) 分析が実行されます。完了したら[終了]を押します。 
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第８章 ディスク クリーンアップ 
(3) 分析結果が表示されます。概要タブでは、フォルダやファイル毎の使

用容量、ファイルの種類別の使用容量、上位 10 件のファイルなどが

表示されます。 

 
 

(4) タブを切り替えることで、ファイル/フォルダ、種類、上位 100 個のファ

イルなどを確認することができます。削除したいファイルがあれば、フ

ァイルを選択して、[削除]を押します。 
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(5) ファイルを確認して[はい]を押します。標準設定では、ファイルはごみ

箱に移動されます。空き領域を増やしたい場合には、ごみ箱を空に

してください。 

 

 

 

８-７  データを確実に削除 

ごみ箱、特定のファイル/フォルダを選択して、復元できない

ように完全に抹消することができます。 

※ この機能で抹消したファイルは復元できません。ご利用

には十分にご注意ください。 

 
(1) [クリーンアップ]タブを選択して、 [データを確実に削除]をクリックする

と、以下の画面が表示されます。抹消対象（ファイル/フォルダ/ごみ

箱）を選択して、[次へ]をクリックします。 
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第８章 ディスク クリーンアップ 
(2) 抹消したいファイルを指定します。以下ウィンドウに抹消したいファイ

ルをドラック＆ドロップするか、[追加]をクリックしファイルを選択してく

ださい。選択が完了したら、[次へ]をクリックします。 

 
 

(3) 抹消方式を選択します。ゼロライト方式、DoD 5220.22-M 方式、

Gutmann方式から選択することができます。下のオプションほど書き

込み回数が多いので、より確実な抹消が行えますが、処理に時間が

かかります。選択が完了したら、[次へ]をクリックします。 
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(4) 確認画面が表示されるので、 [はい]をクリックします。抹消処理が実

行されます。完了したら[終了]をクリックします。 

 

 

※ 抹消機能については、ファイル/フォルダ、ごみ箱を右クリックして表

示されるメニューからも実行することができます。 

    
 

 

確認画面が表示されるので、同様に抹消方式などを選択して、 [は

い]をクリックします。 
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68 

８-８  iPhone/iPad/iPod touch のクリーンアップ 

iPhone/iPad/iPod touch の不要ファイル、一時ファイルを検索し、クリー

ンアップすることが可能です。iTunes をインストールし、機器を USB ケ

ーブルで接続する必要があります。 

※ iOS 8.3 以降で動作しているデバイスは、Apple によりオペレーティン

グシステムへのアクセスが制限されているため、サポートされていま

せん。 

 
(1) [クリーンアップ]タブを選択して、[iPhone、iPad、iPod touch のクリー

ンアップ]をクリックします。 

 

(2) iTunes がインストールされていない場合は「iTunes のダウンロード」

をクリックし、インストールしてください。 

 
※ iTunes をインストール後、ご利用の機器が iTunes 上で認識されるこ

とをご確認ください。 

 

(3) クリーンアップしたい iPhone/iPad/iPod touchをUSBケーブルで接

続します。再度 PC TuneUp の画面を開くと機器が認識されているの

が確認できますので、今すぐスキャンをクリックしてください。 

 



PC TuneUp 利用ガイド 

(4) スキャンが終了すると結果が表示されます。 [今すぐクリーンアップ]を

クリックします。 

 
 

 

(5) 「閉じる」ボタンが表示されたらクリックし終了です。 
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第９章 問題の修正 
 

ここでは、『問題の修正』タブで実行できる機能についてご紹介します。 
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９-１  Windows のよくある問題の修正 

よくある Windows 上の問題を修正することができます。 

（例：スタートメニューに[ファイル名を指定して実行]がない、

ごみ箱のアイコンが表示されない） 
 

(1) [問題の修正]タブを選択して、 [典型的な問題を修正する]をクリック

すると、以下の画面が起動します。修正したい問題があれば、チェッ

クを入れて、[次へ]を押します。 

 
 

 

(2) 確認画面が表示されるので、 [次へ]を押すと、修復処理が行われま

す。処理が完了したら、[終了] を押します。 
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９-２  ハードディスクのエラーチェック 

ハードディスクのエラーチェックを実行することができま

す。ファイルシステムの問題など修正することができま

す。 

 
 

(1) [問題の修正]タブを選択して、 [ハードディスクエラーを検査]をクリック

すると、以下の画面が起動します。エラーチェックを行うドライブを選

択して、[次へ]を押します。 

 
 

 

(2) 分析オプションを選択して[次へ]を押します。 

 
※ 「詳細な分析」は不良セクタの検査を行うため、時間がかかります。 

72 



PC TuneUp 利用ガイド 

(3) 分析が実行されます。 

 
 

 

(4) 処理が完了し、エラーがない場合には、以下の画面が表示されます。

[終了]を押します。 

 
 

場合によっては、分析を完了するために再起動が必要になることがあ

ります。その際は、画面の指示に従って再起動し、分析を完了してく

ださい。 
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９-３  削除されたファイルの復元 

誤って削除（ごみ箱から削除）してしまったファイルを

復元することができます。 
※ 復元を保証するものではありません。ファイルの状

態により、復元できない場合があります。 

 

 

(1) [問題の修正]タブを選択して、[削除されたファイルを復元]をクリック

すると、以下の画面が起動します。スキャンするドライブを選択して、

[次へ]をクリックします。 

 
 

(2) 拡張子やファイル名を指定して検索対象を絞り込むことも可能です。

不明な場合は、そのまま[次へ]を押します。 
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(3) 検索が実行され、結果が一覧で表示されます。復元したいファイルを

選択して、[復元]をクリックします。 

 
 

 

(4) 復元先を選択します。任意の場所に復元したい場合には、[代替フォ

ルダに復元する]を選択して[OK]を押します。 
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(5) 復元先を選択して[OK]を押すと、復元が実行されます。 

 
 

(6) 復元が完了したら、 [終了]をクリックして復元されたファイルを確認し

ます。 
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９-４  実行中のプロセスの表示と終了 

実行中のプロセスやアプリケーションを一覧で確認し、必

要に応じて終了させることが可能です。 

 

 
(1) [問題の修正]タブを選択して、[実行中のプロセスの表示と終了]をク

リックします。実行されているアプリケーションやプロセスを一覧で確

認できます。終了させたいアプリケーションやプロセスがある場合、該

当の項目を右クリックなどで終了することができます。 
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９-５  システム情報の表示 

PC のシステムの詳細情報を確認することができます。 

 

 

 
(1) [問題の修正]タブを選択して、 [システム情報を表示する]をクリックす

ると、パソコンのシステムの詳細情報を確認することができます。カテ

ゴリ毎にタブで分けられていますので、参照したいタブを選択して表

示を切り替えることができます。終了する場合は、 [閉じる]を押してく

ださい。 
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第１０章  Windows のカスタマイズ 
 

ここでは、『カスタマイズ』タブで実行できる機能についてご紹介します。 
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１０-１ Windows の設定、オプションの変更 

ディスプレイ（アニメーション、フォルダオプション）、操作

（マウス、タスクバー）、通信（ネットワーク、プライバシー

など）、管理（ログオン、起動など）の設定を個々にカスタ

マイズすることができます。 
 

(1) [カスタマイズ]タブを選択して、 [オプションと動作を個々にカスタマイ

ズ]をクリックします。以下の設定画面が表示されるので、変更したい

オプションを個別に変更してください。変更後、 [OK]や[適用]をクリッ

クすると、設定が反映されます。標準設定に戻したい場合には、 [既

定値に戻す]を選択してください。 
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１０-２  Windows のデザインをカスタマイズする 

ログオン画面、アイコン、スタイルを変更することができま

す。 
 

 

 
(1) [カスタマイズ]タブを選択して、 [Windows の外観をカスタマイズする]

をクリックします。変更したいオプションがあれば、個別に変更を行っ

てください。 [適用]をクリックすると、設定が反映されます。標準設定

に戻したい場合には、[既定値に戻す]を選択してください。 
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第１１章  その他 
 
１１-１  PC TuneUp の設定 

スタートセンターの上部にある[設定]をクリックすると、PC TuneUp の設

定画面が表示されます。 
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(1) 組み込み 

このオプションでは、デスクトップや右クリックメニューに追加するショ

ートカットなどを設定することができます。 

 
 

(2) 通知領域アイコン 

タスクバーに表示されるアイコンを設定することができます。 
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(3) 通知 

通知されるバックグラウンド処理が実行された場合など、タスクバーの

アイコン付近に表示されるメッセージを設定することができます。 

 
 

(4) 更新の確認 

PC TuneUp の更新プログラムの確認、通知の設定と、更新のチェッ

クを手動で実行することができます。 
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(5) Rescue Center による保護 

PC TuneUp で実行した変更を元に戻せるように、バックアップを行う

モジュールを選択することができます。また、バックアップの保持期間、

最大数などを設定することができます。 

 
 

(6) パスワード保護 

パスワードを設定して、PC TuneUp の起動を制限することができま

す。 
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(7) ライブ最適化 

プログラムの起動の高速化やプログラムの応答速度（処理）アップな

ど、ライブ最適化の監視対象を指定することができます。 

 
 

(8) ワンクリック メンテナンス 

ワンクリック メンテナンスで実行する処理を選択することができます。 
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(9) 自動メンテナンス 

自動メンテナンスを行うタイミング、処理内容を設定できます。 

 
 

(10) エコノミーモード 

[設定ダイアログを開く ]を選択すると、エコノミーモードの設定を変更

することができます。 
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(11) ターボモード 

ターボモード時にオフにする機能などを設定、変更することができま

す。 

 
 

(12) Disk Space Explorer 

大容量データの検索と削除を行う際のオプションと、削除する際の標

準設定を行います。 
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(13) Program Deactivator 

プログラムを無効化する際の設定、タイミングを指定することができま

す。 

 
 

(14) Duplicate Finder 

重複ファイルの検索を行う際に、サイズやファイルの種類を絞って検

索するよう設定できます。 
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１１-２  よくある質問（FAQ） 

 
ラ イフボー ト ホームページ （ http://www.lifeboat.jp/ ） にて 、 PC 
TuneUp の便利な使用方法や、よくある質問と回答を公開しておりま

す。 
 
ホームページトップの上部にある「FAQ」をクリックし、製品名「PC 
TuneUp」をお選びください。（http://www.lifeboat.jp/pctfaq/） 
 

 
【FAQ 掲載一例】 

 

・ ライセンス番号がわからなくなってしまいました。 

 

・ ライセンスの有効期限を確認したい。 

 

・ アクティベートを行ったのに 30 日しか使用できません。 
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１１-３ PC TuneUp のアンインストール 
 

PC TuneUp のアンインストールは、以下の手順で行うことができます。 

 
(1) [スタート]-[コントロールパネル]を参照し、[プログラムのアンインス

トール ] を選択します。Windows 8/10 の場合、画面左下の

Windowsアイコンを右クリックし[コントロールパネル]を表示できます。  

 
 

(2) [PC TuneUp]を選択して[アンインストールと変更]をクリックします。 

 
 

(3) 確認画面が表示されたら「はい」をクリックします。 

 
 

(4) アンインストールが実行されます。Webサイトが起動した場合は閉じ

てください。 
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１１-４  Android 用ウイルス対策ソフト 1 年版 
 

Android スマートフォン/タブレットをご利用の場合は、『AVG アンチウ

イルス PRO for Android 1 年版』を無償でお使いいただくことができま

す。 
 
詳細は、パッケージ内の「お客様控え」、およびライフボートホームペー

ジ（http://www.lifeboat.jp/）をご参照ください。 
※ 下記 QR コードから、またはホームページトップの上部にある「FAQ」

をク リ ッ ク し 、 製 品 名 「 PC TuneUp 」 をお 選 び く だ さ い 。           
（http://www.lifeboat.jp/pctfaq/） 
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