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はじめに

 はじめに

本ユーザーズマニュアルは、「Sdcontainer 5.0 管理者ツール」と「Sdcontainer 5.0 V 
管理者ツール」共通のマニュアルになります。ご利用の製品によって操作が異なるも
のがありますので、読み分けてご利用ください。

 管理者ツールでできること

管理者ツールは、お客様のセキュリティ・ポリシーに基づいて、セキュリティUSB
メモリ「Sdcontainer 5.0/ 5.0 V」に対して、パスワードの桁数・パスワードの文字
種・ユーザードライブの遠隔ロック解除機能 等、ポリシー設定・機能追加の個別
カスタマイズを可能とするシステム管理者用ソフトウェアです。

管理者ツールは以下のツールで構成されています。
 ・ ポリシー設定ツール
 ・ 期限設定ツール
 ・ レスキューツール

これらのツールはそれぞれ独立してインストールが可能であるため、ツール毎に
使用者（インストール先PC）を変更して、お客様の運用に合わせてご利用いただけ
ます。

ポリシー設定ツール
USBメモリのポリシーを設定し、USBメモリへ反映させるた
めの初期化ツールと、USBメモリの動作制限対象PCの判定を
行う許可PC判定ツールを作成するソフトウェアです。ポリ
シー設定ツールの使用方法はP.7～をご参照ください。

ポリシー設定ツール　　　　初期化ツール　　　　許可PC判定ツール

生　成
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A社用許可 PC判定ツールが

インストールされたPC

B社用許可PC判定ツールが

インストールされたPC

許可 PC判定ツールが

インストールされていないPC

初期化ツール
ポリシー設定ツールで生成する、USBメモリにポリシーを設定
するためのツールです。インストール無しで実行可能ですので、
初期化ツールを配布し、配布先でポリシーを反映したUSBメモリ
を作成する等の運用が可能です。

ポリシー設定済みUSBメモリ

また、個別にポリシー設定が行われたUSBメモリでは、予め設定した初期化ツー
ル IDが一致しない限り、別の初期化ツール IDを持つ初期化ツールでの再設定が
できませんので無断で設定が変更される心配がありません。初期化ツールの使用
方法はP.22 をご参照ください。

B社 / 初期化ツール　　　　　　　　　　　A社用USBメモリ　　

許可PC判定ツール
ポリシー設定ツールで生成する、USBメモリの動作制限対象
PCを判定するためのツールです。使用可能PCの制限設定を
行ったUSBメモリは、許可PC判定ツールがインストールされ
たPCでのみ使用を許可する等の制限を行うことが可能です。
許可PCの判定には、USBメモリと同じ初期化ツール IDが設

定された許可PC判定ツールがインストールされている必要があります。許可PC
判定ツールの使用方法はP.23 をご参照ください。

  A 社用

  USBメモリ

（許可PC判定ツールが

インストールされたPC

でのみ使用可能な設定）

初期化

（ポリシー反映）
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期限設定ツール
期限設定機能が有効に設定されているUSBメモリに対して期
限を設定／再設定するツールです。期限設定ツールを使用した
期限設定方法はP.24 をご参照ください。

レスキューツール
パスワード忘れ／ロック時の救済機能設定が有効なUSBメモリに
対して、パスワードの強制再設定、及びロック解除を行うために使用
するソフトウェアです。レスキューツールを使用したパスワード忘
れ／ロック時の救済方法はP.25,26 をご参照ください。
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 動作環境

管理者ツール（ポリシー設定ツール、期限設定ツール、レスキューツール）
  Microsoft Windows 2000 Professional SP4 日本語版 /英語版
 OS Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 /英語版
  Microsoft Windows Vista 日本語版 /英語版
  Microsoft Windows 7　日本語版 /英語版
  ※ Mac OS ではご利用いただけません
 CPU Intel Pentium Ⅲ １GHz 以上（但しOSのシステム要件を満たすこと）
 対応OS 256MB以上（但しOSのシステム要件を満たすこと）
 その他 ＊CD-ROMを再生できる倍速以上のドライブが必要です。

ポリシー設定ツールから生成される初期化ツール
   Microsoft Windows 2000 Professional SP4 日本語版 /英語版
 OS  Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 /英語版
   Microsoft Windows Vista 日本語版 /英語版
   Microsoft Windows 7　日本語版 /英語版
   ※ Mac OS ではご利用いただけません
 CPU Intel Pentium Ⅲ 1GHz以上（但しOSのシステム要件を満たすこと）
 対応OS 256MB以上（但しOSのシステム要件を満たすこと）
  ＊USBポート　USB1.1/USB2.0 が必要です。
 
その他

 ＊管理者権限を持つアカウントで実行する必要があります。

ポリシー設定ツールから生成される許可PC判定ツール
  Microsoft Windows 98SE 日本語版 /英語版 
  Microsoft Windows ME 日本語版 /英語版 
 OS Microsoft Windows 2000 Professional SP4 日本語版 /英語版
  Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 /英語版
  Microsoft Windows Vista 日本語版 /英語版
  Microsoft Windows 7　日本語版 /英語版
  ※ Mac OS ではご利用いただけません
 CPU Intel Pentium Ⅲ 1GHz以上（但しOSのシステム要件を満たすこと）
 対応OS 256MB以上（但しOSのシステム要件を満たすこと）
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 管理者ツールのインストール

管理者ツールの各ツールは、お客様での運用にあわせ、ご利用されるPCのアカウ
ント毎にインストールが必要です。アンインストールするには、インストールを
行ったツール／アカウント毎に操作が必要となります。

ツールのインストーラのファイル名は以下の通りです。
・ポリシー設定ツール：SDC5_PolicySettingTool_inst.exe / SDC5V_PolicySettingTool_inst.exe
・期限設定ツール　　：SDC5_PeriodSettingTool_inst.exe / SDC5V_PeriodSettingTool_inst.exe
・レスキューツール　：SDC5_RescueTool_inst.exe / SDC5_RescueTool_inst.exe

＜インストール＞
コンピュータのCD-ROMドライブに管理者ツールのCDを挿入し、各インストー
ラをダブルクリックします。画面の指示に従って操作してください。

＜アンインストール＞
［スタート］_［コントロールパネル］_［プログラムのアンインストール（Windows 
XPの場合は［プログラムの追加と削除］、Windows 2000の場合は［アプリケーショ
ンの追加と削除］）をクリックします。アンインストールする対象のツールを選択
し、アンインストールを行ってください。

各ツールは下記の通り表示されます。
・ポリシー設定ツール：SD-Container 5.0 Policy setting tool / SD-Container 5.0 V Policy setting tool
・期限設定ツール　：SD-Container 5.0 Period setting tool / SD-Container 5.0 V Period setting tool
・レスキューツール　：SD-Container 5.0 Rescue tool / SD-Container 5.0 Rescue tool
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ポリシー設定ツールの操作
 ポリシー設定ツールの起動

［スタート］→［（すべての）プログラム］→［ED-CONTRIVE］→［SD-Container 5.0］
（［SD-Container 5.0 V］）→［ポリシー設定ツール］を選択します。ポリシー設定ツー
ルが起動します。

 パスワード桁数の設定

パスワードの最小桁数を1～16 桁
の間で設定可能です。
（デフォルトは 4桁です。）
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 パスワード使用文字種の設定

パスワードに使用する文字種を設
定します。使用したい文字種を選
択してください。（パスワードに使
用する文字種は全て半角になりま
す。）

 パスワードの必須文字種の設定

パスワードの入力必須文字種として
設定したい文字種を選択してくださ
い。
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 パスワードの有効期間の設定

パスワードの有効期間を設定する
場合は［パスワードの有効期間日
数を設定する］をチェックします。
10日～180 日の範囲で設定してく
ださい。

 24 時間内のパスワード変更可能回数の設定

パスワードを24時間の間に変更可
能な回数を設定します。初期パス
ワードの設定も1回としてカウン
トされます。
尚、パスワード設定時からパソコン
の時間を戻す操作（24時間以上）を
実施した場合は、回数によらずパス
ワード変更ダイアログが表示され
ます。
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 パスワード履歴によるパスワード制限の設定

過去に使用したことのあるパスワー
ドを設定できないようにします。（現
在使用しているパスワードを 1回目
としてカウントします）
履歴として 1～10 回目までのパス
ワードの禁止設定が可能です。

 パスワード認証失敗制限回数の設定

パスワード認証連続失敗回数の設定
が可能です。設定した回数を超えて
パスワード認証に失敗した場合は、
USBメモリのユーザードライブは
ロックされ、正しいパスワードを入
力しても使用できない状態となりま
す。

「管理者権限時にはユーザードライ
ブとパスワードの初期化」をチェッ
クすると、管理者権限での利用時に
失敗制限回数超過時にパスワードと
ユーザードライブのデータを初期化します（制限付きアカウントの場合はロック）。
パスワードポリシーは引き継がれますが、ユーザードライブの追加ファイルについては復
旧しません。
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 パスワード忘れ／ロック時の救済機能設定

パスワードを忘れた場合や、パス
ワード認証失敗制限回数超過時に
ロックされた時の救済機能です。
本機能を有効にすると、本操作で
設定するレスキュー IDとレス
キューツールを使用して強制パ
スワード変更／ロック解除を行
うことができるようになります。

強制パスワード変更／ロック解除の操作についてはP.25,26 をご参照ください。

 マスターパスワードの設定

マスターパスワードを設定して
いると、パスワードを忘れた際に
も、マスターパスワードを使用し
てユーザードライブを開くこと
が可能です。
同じ初期化ツールで設定した
USBメモリ全てに対して、マス
ターパスワードが有効になりま
すので、マスターパスワードの設
定、取り扱いについてはご注意く
ださい。
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注　
　
意

注　
　
意

 使用可能期限設定

USBメモリの使用期限を設定するこ
とが可能です。期限の設定・再設定は
期限設定ツールを使用します。
期限の最大期間は、期限設定ツールに
よる期限設定時から数えて 1～365
日の間で設定可能です。［期限再設定
時にユーザードライブを消去する］を
チェックしていると、期限の再設定時に
USBメモリに保存されているデータ
が削除されます。

使用可能期限の設定方法については、
P.24 を参照ください。

   ＊使用可能期限設定を有効した場合は、期限設定ツールによる期限の設定を行わないと
    使用できません。本機能を有効にしたUSBメモリのご利用開始前に期限設定ツール
    による設定を行ってください。

 ウイルス対策ソフトウェアのチェック機能の設定

USBメモリを使用するPCでウイ
ルス対策ソフトウェアが有効に
なっているか、最新状態であるかを
チェックし、チェックした結果によ
る動作を設定することができます。

   ＊ ウイルス対策ソフトウェアが有効になっているか、最新状態であるかはOSのWMI
    （Windows Management Instrumentation）という情報収集機能を利用してチェックします。
   ＊ チェック結果はウイルス対策ソフトウェアの仕様に依存します。ウイルス対策ソフト
    ウェア及びバージョンによっては、本機能が有効に働かない場合があります。
   ＊ XP SP2 より古いバージョンのWindows、及びMac OSにおいては、ウイルス対策ソフトウェア
    のチェックに対応しないため、ウイルス対策ソフトウェアがチェックできないOSとして動作します。
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注　
　
意

 ウイルス検知機能

ウイルス検知機能を使用するかどう
かを設定します。
USBメモリ使用時にウイルス検知機
能の使用有無を選択できるようにす
る場合は「ユーザーによる使用有無を
選択させる」をチェックしてくださ
い。

   ＊本機能は、Sdcontainer 5.0 V でのみ使用可能です。Sdcontainer 5.0 管理者ツールでは
    本設定画面は表示されません。
   ＊ウイルス検知機能は、Sdcontainer 5.0 V にデータを書き込む際に、自動的にウイルス
    に感染していないかどうかを監視する機能です。詳細はSdcontainer 5.0 V に同梱の
    「Trend Micro USB Security for Biz クイックスタートガイド」を参照ください。

 Macでの利用

Mac OS で使用するかどうかを選
択します。「使用する」を選択した場
合、管理用ドライブにMac OS 用の
プログラムが追加されます。
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注　
　
意

 ドライブサイズの設定

管理用ドライブのサイズを設定する
ことが可能です。管理用ドライブに割
り当てた残りがユーザードライブに
割り当てられます。USBメモリの容
量以上に設定した場合は、初期化ツー
ルによるポリシー設定ができないた
めご注意ください。

   ＊管理用ドライブの容量は、Sdcontainer 5.0 の場合は 12MB以上、
    Sdcontainer 5.0 V の場合は 44MB以上で設定可能です。それ以下の容量
    は設定できません。

 ボリュームラベルの設定

ボリュームラベルをデフォルトか
ら変更することが可能です。
デフォルト設定は以下の通りです。

管理用ドライブ：MANAGE_DRV
ユーザードライブ：USER_DRV

ボリュームラベルは小文字で入力
しても大文字に設定されます。



ポリシー設定ツールの操作　　15

 追加ファイルの設定

予め、任意のファイルをUSBメモリ
に追加しておくことが可能です。ファ
イルの追加先ドライブをチェック後、
ファイルをドラッブ＆ドロップして
ください。

尚、管理用ドライブのファイルはユー
ザーでの削除はできません。

追加ファイルの容量に伴い、初期化
ツールの容量も増加します。

 Autorun.inf ファイル削除設定

本機能を設定した場合、パスワード
認証成功後に、ユーザードライブ直
下に“Autorun.inf”というファイルが
存在した際に、これを削除する処理
を行います。
Autorun.infは指定のプログラムを自
動実行するための設定ファイルで
す。予期せぬ悪意を持ったプログラ
ムの実行を防ぐ手段の一つとして
有効です。



注　
　
意
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 資産管理機能の設定

別売のAssetFinder と組み合わせて
ご利用になる場合は、「資産管理機能
を有効にする」をチェックしてくださ
い。（AssetFinder がないと本機能は
ご利用いただけませんので、チェック
は外して下さい）
「資産管理機能を有効にする」の
チェックをしていない場合は、以降の
資産管理機能の設定はできません。

   ＊Mac OS では、資産管理機能が有効でも、AssetFinder Manager サーバとの
    通信は行いません。Mac OSでご利用の場合はオフライン状態として動作
    しますのでご留意ください。

 データ強制削除機能の設定

AssetFinder Managerサーバでユー
ザー無効化設定（対象のUSBメモ
リの使用を禁止する）を実施した場
合の動作の設定を行います。
USBメモリ使用時にAssetFinder 
Managerサーバと通信した際に、
ユーザーの有効・無効状態を判定
し、無効化状態であればUSBメモ
リがロックされます。

「ユーザー無効化時にメモリ内の
データを強制削除させる。」を
チェックした場合は、無効化状態でのUSBメモリのロック時にデータの削除を行いま
す。
但し、データの削除は、無効化状態であると判定したときの操作時のアカウントが管理
者権限を持っているときのみ有効となります。制限付きアカウントの場合はデータの削
除はされずにロックされます。
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意
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 完全初期化有効 /無効の設定

完全初期化可能な初期化ツールを作
成する場合はチェックします。チェッ
クした場合は、通常の初期化と、完全
初期化の両方を実施できる初期化
ツールが作成されます。
チェックせずに作成した初期化ツー
ルでは完全初期化はできません。

   ＊完全初期化は、パスワード情報、保存データに加え、AssetFinder Manager サーバ
    への登録情報も削除します。USBメモリの使用者変更等で工場出荷状態に
    戻したいときにご使用ください。

 取得情報のカスタマイズ設定

ローカルIPアドレス、コンピュータ名、
MACアドレス、ユーザー名につい
て、利用履歴情報として、取得の有
無を設定できます。
チェックを外した場合、取得対象外
の情報となり、AssetFinder Manager
サーバでは"-"と表示されます。



注　
　
意
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 利用履歴情報の送信先の設定

利用履歴の送信先サーバアドレスを
設定します。「送信先サーバアドレス」
に、AssetFinder Manager サーバのア
ドレスを入力してください。
名前解決ができる環境であれば、ホス
ト名を指定することも可能です。

   ＊サーバアドレスは 2つまで設定することができます。例えば、AssetFinder Manager
    サーバを社内ネットワークに設置した場合、社内からAssetFinder Manager サーバ
    へ接続する際のローカルアドレス、社外からAssetFinder Manager サーバへ接続す
    る際のグローバルアドレスの 2つを設定します。社外からの通信を許可しない場合は、
    社内用のローカルアドレスのみを指定します。
   ＊Windows の「インターネットオプション」でプロキシサーバの設定がされている場合、
    設定されているプロキシサーバ経由で上記サーバアドレスに対して接続を試みます。

 オフライン時の操作の設定

オフライン（AssetFinder Managerサー
バと通信できない状態）時の動作を設
定します。
「オフライン時にUSBメモリの使用を
禁止する」をチェックすると、Asset-
Finder Managerサーバと通信できる状
態でのみ、USBメモリが使用できるよ
うになります。



 起動メッセージの設定

USBメモリ起動時のメッセージの表
示有無を設定します。
「起動時にメッセージを表示する」を
選択した場合、起動時に表示するメッ
セージを自由に設定できるようにな
ります。また、「ユーザーが非表示設定
にすることを許可する」にチェックを
した場合、ユーザーがメッセージの表
示 /非表示を選択することが可能に
なります。
［テスト］をクリックすると、設定した
メッセージがどのように表示される
のかを確認することができます。

 棚卸し機能の設定

棚卸し機能を有効にする場合はチェッ
クします。棚卸し機能を有効にすると、
設定した期間において、AssetFinder 
Managerサーバと通信できていない
（設定期間内にサーバでそのUSBメモ
リが期間内に使用されたことが確認で
きていない）場合に、メッセージを表示
し、棚卸しできるように促します。棚卸
し期間中にAssetFinder Managaerサー
バと通信しなかった場合、USBメモリ
はロックされます。

ロックを解除するには、P.11「パスワード忘れ／ロック時の救済機能」を使用するか、初期化ツー
ルによりUSBメモリを初期化してください。

   ＊ 棚卸し期間中に初期化ツールにより初期化した場合は、その棚卸し期間ではメッセージ
    は表示されません。次回の棚卸し期間から棚卸し機能が有効になります。
注　
意

ポリシー設定ツールの操作　　19



 棚卸し期間の設定

棚卸し期間を毎年の月日で設定しま
す。
期間は最大で 6つまで設定できます。
6ヶ月を超えた棚卸し期間は設定で
きません。

 使用可能PCの制限設定

使用PCによりUSBメモリの動作制
限を行います。許可PC判定ツールが
インストールされたPC以外での
USBメモリの動作制限方法を選択し
てください。

本機能をご利用の際は、許可PC判定
ツールの出力先、ファイル名を設定し
てください。
許可PC判定ツールの使用方法はP.23
をご参照ください。

ポリシー設定ツールの操作　　20
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注　
　
　
意

 初期化ツール IDの設定、初期化ツールの保存

初期化ツール IDは、初期化ツール
起動時に自動的にチェックされ、ID
の異なる初期化ツールでのUSBメ
モリの初期化を防止することによ
り、利用ユーザーによるUSBメモ
リの勝手なポリシー変更を不可能
にします。
初期化ツール IDは使用可能PCの
制限設定を利用する場合にも使用
します。

   ＊新しい初期化ツールを作成してUSBメモリの書き換えを行う場合には、USBメモリ
    内に既に設定されている初期化ツール IDと同じ IDを入力してください。
   ＊設定した初期化ツール IDの復元はできません。初期化ツール IDの取扱には
    十分注意し、お客様自身で管理ください。

 設定内容の確認／設定の保存

設定した内容の確認画面が表示さ
れますので、設定内容に問題がなけ
れば［作成］ボタンを押し、初期化
ツールを作成します。

設定内容を変更するには［戻る］ボ
タンを押します。

また、［設定保存］ボタンを押すこと
により、設定した内容を保存してお
くことが可能です。
設定した内容は［設定ファイル読み
込み］ボタンから読み込むことが可能です。（［設定ファイル読み込み］ボタンは、本画面
以前の設定操作時に実行することが可能です）



メ　
　
　
　
　
モ
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ポリシー設定ツールで作成した初期化ツールで、USBメモリを初期化し、カスタマ
イズ設定を適用します。

   ＊初期化した場合には、USBメモリ内の既存データは全て失われます。初期化ツールをご利用に
    なる前に、USBメモリ内にお客様の必要なデータが残ってないかご確認の上、初期化を行ってください。
   ＊Sdcontainer 5.0 管理者ツールとSdcontainer 5.0 V 管理者ツールで作成した初期化ツール
    とは互換性がありません。それぞれの製品に対応した初期化ツールをご利用ください。
   ＊棚卸し機能をご利用の場合は、棚卸し期間中に初期化するとその期間中は棚卸し期間中の
    メッセージは表示されません。次回の棚卸し期間から機能が有効になります。

 1 初期化をするUSBメモリをUSBポートに接続します。

 2 初期化ツール をダブルクリックします。

 3 初期化方法をチェックして［インストール］
  をクリックします。

  資産管理機能が有効で、完全初期化可能な
  初期化ツールの場合は「完全初期化」するか
  どうかを選択するチェックボックスが表示
  されます。

   ＜普通の初期化と完全初期化について＞
   ＊完全初期化をチェックしていない場合、パスワードとUSBメモリ内に保存したデータは削除
    されますが、AssetFinder Manager サーバへの初期登録の情報は保持されます。
   ＊完全初期化を行うと、工場出荷状態に戻ります。管理者によるAssetFinder Manager
    サーバへのユーザーの再登録と、再登録ユーザーとしてUSBメモリの初期登録を実施す
    る必要があります。
   ＊工場出荷状態に戻したい場合は「完全初期化」を選択して下さい。（完全初期化できない
    初期化ツールの場合は、完全初期化に関する情報は表示されません）

 4 初期化が開始されます。初期化中、USBメモリドライブ関連のウィンドウが表
示されることがありますが、初期化が完了するまではUSBメモリを抜かず、操作
も行わないようにしてください。

 5 完了画面が表示されたら、［OK］をクリックします。

初期化ツールの使用

注　
　
　
意
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注　
　
　
　
　
意

注　
　
　
意

ポリシー設定ツールで作成した許可PC判定ツールをインストールすることにより、USB
メモリの設定に応じた制限を行うことが可能です。

   ＊アカウント毎にインストールが必要です。
   ＊許可 PC判定ツールは初期化ツール IDによりUSBメモリを判断します。対象PCには、
    USBメモリと同じ初期化ツールIDを設定した許可PC判定ツールインストールしてください。
   ＊1 つの PC, アカウントに対して、複数の（初期化ツール IDが異なる）許可PC
    判定ツールのインストールが可能です。
   ＊Sdcontainer 5.0 管理者ツールとSdcontainer 5.0 V 管理者ツールで作成した許可PC判定
    ツールとは互換性がありません。それぞれの製品に対応した許可PC判定ツールをご利用ください。

＜インストール方法＞

 1 許可 PC判定ツール　　　をダブルクリックします。

 2 ダイアログが表示されますので［OK］を
  クリックします。

 3 完了画面が表示されたら、［OK］をクリックします。

＜アンインストール方法＞
 1 ［スタート］→［（すべての）プログラム］→［ED-CONTRIVE］→［SD-Container 5.0 
  / 5.0 V 許可 PC判定ツール］→［アンインストール］を選択します。

 2 確認画面が表示されますので、［OK］を
  クリックします。

   ＊アカウント毎にアンインストールが必要です。
   ＊許可 PC判定ツールのアンインストールは、インストールされた許可PC判定
    ツールを全て削除します。複数の（初期化ツール IDの異なる）許可PC判定
    ツールを個別にアンインストールすることはできません。

使用可能PCの制限設定
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注　
意

使用可能期限の設定・再設定は、期限設定ツールをインストールしたPCで、期限を
設定するUSBメモリを接続して行います。

   ＊期限設定ツールは、Sdcontainer 5.0 と Sdcontainer 5.0 V とで互換性が
    有ります。例えば、Sdcontainer 5.0 の期限設定ツールを使用して、
    Sdcontainer 5.0 V の期限を設定することが可能です。

 1 期限を設定するUSBメモリをUSBポートに接続します。

 2 ［スタート］→［（すべての）プログラム］→［ED-CONTRIVE］→［SD-Container 5.0］
  （［SD-Container 5.0 V］）→［期限設定ツール］を選択します。期限設定ツールツール
  が起動します。

   ＊期限設定が有効になったSD-Container 5.0 が接続されていないと、期限設定
    ツールは起動しません。

 3 必要項目を入力します。現在の
  パスワード・現在の期限 IDは
  すでに設定されているときのみ
  入力が必要です。

   ＊期限 IDは管理者以外による期限の変更を防ぐために設定するものです。 
    USB メモリに設定された期限 IDが分からないと期限の再設定はできません。
   ＊期限 IDは、桁数・大文字と小文字の区別・使用可能文字種・使用しなければ
    ならない文字種についてパスワードと同様の制限がかかります。
   ＊ご利用のUSBメモリが期限設定時に最大期間を設定している場合、期限設定
    操作を実行した日から最大期間を超えた日付の設定はできません。

 4 必要項目を入力したら、［期限設定］をクリックします。設定が完了すると自動で
  PCから取り外し処理が行われます。

使用可能期限の設定

メ　
　
モ

メ　
　
　
モ
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パスワード忘れ／ロック時の救済機能設定が有効なUSBメモリに対して、パス
ワードの強制再設定、及びロック解除を行う手順について記します。

＜USBメモリでの操作＞
 1 パスワード認証画面の［オプションを表示］
  ボタンを押します。

 2 ［ロック解除・パスワード強制変更操作］ボタン
  を押します。

＊パスワード忘れ／ロック時の救済機能設定が有効な

時のみ［ロック解除・パスワード強制変更操作］ボタン

が有効になります。

 3 ヘルプコードが表示されますので、
  管理者に伝えてください。
  （管理者：レスキューツールのご利用
  方法は次ページを参照ください）

 4 管理者からレスキューコードを
  入手後、レスキューコードを入力し
  ［OK］ボタンを押します。

 5 正しいレスキューコードが入力
  された場合、パスワードの再設定
  画面が表示されますので新しい
  パスワードを入力して［OK］ボタン
  をクリックします。

ロック解除・パスワード強制変更
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注　
　
意

＜レスキューツールでの操作＞
 1 ［スタート］→［（すべての）プログラム］→［ED-CONTRIVE］→［SD-Container 5.0］
  （［SD-Container 5.0 V］）→［レスキューツール］を選択し、レスキューツールを
  起動します。

 2 レスキュー IDと USBメモリで
  の操作で取得したヘルプコード
  を入力し、［生成］ボタンを押し
  ます。

 3 レスキューコードが表示されます
  ので、ユーザーに伝えてください。

   ＊Sdcontainer 5.0 と Sdcontainer 5.0 V とではヘルプコード・レスキューコードに
    互換性が有りません。レスキューコードの発行はそれぞれの製品に対応した
    レスキューツールをご使用ください。
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Sdcontainer 5.0 / 5.0 V 管理者ツールのユーザー登録は下記 web ページより受
け付けております。ユーザー登録済みのお客様には、本ソフトウェアに関する情報
などをメールにてご連絡いたします。また、本ソフトウェアに関するサポートを希
望するお客様は、必ずユーザー登録を行ってください。

 http://www.safety-disclosure.jp/user

SD-Container 5.0 / 5.0 V 管理者ツールについてのお問い合わせは下記、サポート
ページ経由でご連絡ください。

 http://www.safety-disclosure.jp/user/support/

ユーザー登録・サポート
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本ソフトウェアは、イーディーコントライブ株式会社の著作物です。したがって、本ソフト
ウェア及び本書の全部または一部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じら
れています。

本ソフトウェア及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。

本ソフトウェアの使用または使用できないことにより生じる損害、費用、派生的損害、間接
的損害、付随的損害、特別損害、または利益の損失につき、いかなる責任も負いかねますの
で、予めご了承ください。

本ソフトウェアの著作権等の知的財産は、いかなる場合においてもお客様に移転されません。

本ソフトウェアのソースコードについては、いかなる場合においてもお客様に開示、使用許
諾を致しません。また、ソースコードを解析するために本ソフトウェアを解析し、逆アセン
ブルや逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングをすることを禁止します。

書面による事前の承諾を得ずに本ソフトウェをタイムシェアリング、リース、レンタル、販
売、移転、サブライセンスすることを禁止します。

本製品に関し、日本国内でのみテクニカルサポート及びアフターサービス等を行っております。

本ソフトウェアは、「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸送既製品に該当
する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必
要になる場合があります。

本ソフトウェアは医療機器や人命に直接間接的に関わるシステム、高い安全性が要求される
設備や機器に組み込んでの使用は意図されておりません。これらのシステムや設備等に本ソ
フトウェアを使用され、本ソフトウェアの動作により人身事故、火災事故、社会的損害など
が生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。また、高い信頼性が要求される機器や電
算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステム等の安全設計や故障に対
する適切な処置を万全に行ってください。

本ソフトウェアは、ツール毎に一時に一台のパソコンにおいてのみ使用することができます。

本ソフトウェアまたはその使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転等の処分を行うことを
禁止します。

本ソフトウェアに起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償は、当社に故意また
は重大な過失があった場合を除き、本ソフトウェアの購入代金と同額を上限と致します。

当社は、お客様が上記のいずれかに違反された場合は、いつでも本ソフトウェアの使用を終
了させることができるものとします。
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