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 Container Log 管理者ツールでできること
Container Log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「SD-Container Log」に対して、パスワードの桁数・
パスワードの文字種・Log 機能の有効化 / 無効化 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。

Container Log 管理者ツールは、初期化ツールを作成するソフトウェアです。
Container Log 管理者ツールで作成した初期化ツールをコピーして複数 PC
で SD-Container Log の一斉に書き換えや、初期化ツールだけを各拠点に配
布等することにより、お客様自身が自由に個別設定を行うことができます。

また、一度個別カスタマイズが行われたSD-Container Log 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。

はじめに
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 動作環境
Container Log 管理者ツール
  Microsoft Windows 2000 Professional SP4 日本語版
 OS Microsoft Windows XP Professional/Home Edition SP2 日本語版
  Microsoft Windows Vista 日本語版
 CPU Intel Pentium Ⅲ １GHz 以上
 メモリ 256MB以上
 その他 ・ 管理者権限を持つアカウントでインストールする必要があります。
  ・ CD-ROMを再生できる倍速以上のドライブが必要です。

生成される初期化ツール
   Microsoft Windows 2000 Professional SP4 日本語版 
    OS  Microsoft Windows XP Professional/Home Edition SP2 日本語版
   Microsoft Windows Vista 日本語版
    CPU  Intel Pentium Ⅲ 1GHz 以上
    メモリ  256MB以上
    対象  SD-Container2.0、SD-Container Log
    USB  ＊上記以外の SD-Container 及びカスタマイズされた SD-Container、
    メモリ   SD-Container FWは対象外となります。
   ・ USBポート　USB1.1/USB2.0 が必要です。
    その他  ・ ハードウェア的にフォーマットを実行するには管理者権限を
    持つアカウントで実行する必要があります。

 Container Log 管理者ツールのインストール
コンピュータの CD-ROM ドライブに Container Log 管理者ツールの CD
を挿入します。CD-ROMドライブの［setup.exe］をダブルクリックします。
インストーラに従って操作してください。

＜Container Log 管理者ツールをアンインストールするには＞
［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。Container Log
管理者ツールを選択し、アンインストールを行ってください。
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 Container Log 管理者ツールの起動
［スタート］→［（すべての）プログラム］→［ED-CONTRIVE］→［Container 
Log 管理者ツール］→［Container Log 管理者ツール］を選択します。

 Container Log 管理者ツールのインストール

 パスワード桁数の設定
パスワードの最小桁数
を1～30桁の間で設定
可能です。（デフォル
トは4桁です。）

Container Log管理者ツールの操作
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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
字種が設定可能です。
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。）

数字のみ、大文字のみ、記
号のみ等１種類だけで設
定することも可能です。

 パスワードの必須使用文字種の設定
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。
全てのチェックを外せば、
必須使用文字種を設定し
ないことも可能です。

「上記使用可能種の内、
２種類以上」を選択した
場合には SD-Container 
Log のユーザーが２種
類以上の文字種でパス
ワード設定できるようになります。

パスワードポリシーの設定が完了したら、［次へ］をクリックします。
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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、
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。

パスワードポリシー 2の設定が完了したら、［次へ］をクリックします。
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 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
合の SD-Container Log
の処理を選択します。
「暗号化データのみ削除」
は、暗号化データのみ削
除しますので、パスワー
ドが分からない場合は初
期化ツールで初期化する
必要があります。
「暗号化データ・パスワード削除」を選択すると、自動的に初期化されますので、
パスワードを忘れてしまった場合もそのまま使用可能です。

尚、暗号化データ・パスワードが削除された場合でも、Logサーバへ登録した情報
はクリアされることはありませんので、Logサーバへの初期登録作業は不要です。

 暗号化形式の設定
暗号化形式をデフォルト
の AES128bit から他の
アルゴリズムへ変更でき
ます。

 ＊強力な暗号化アルゴリズムほど、SD-Container Log への暗号化 /書込みに
  時間がかかります。
注　
意
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 閲覧編集機能の設定
SD-Container Log 内
での暗号化データの閲覧
編集が可能になります。

＊ USBメモリ上での起動と異なり、復号化・ファイルのオープン・暗号化を自動化した
 ものです。閲覧編集用に、暗号化データをハードディスク内に一時復号化し、閲覧編集
 後のデータは起動されたアプリケーションの終了時に、自動的に再度暗号化されます。
 （ハードディスク内の一時復号化データは自動削除します）

  ＊ アプリケーションに関連付けされたファイル ( 拡張子 ) のみに対応しています。
  ＊ 閲覧編集しようとしている ( ファイルに関連付けられた ) アプリケーションが
    既に起動されている場合、そのアプリケーションを一旦終了してから、ファイルの
    閲覧・編集をしてください。
  ＊ 閲覧編集中は、元データの復号・削除等はできません。
  ＊ 閲覧編集中に SDC.exe が異常終了した時は、閲覧編集用に開いたアプリケー
    ションを全て終了させ、再度 SDC.exe を起動し、正常に終了させてください。
  ＊ 複数ファイルを同時に閲覧・編集することは出来ません。
    また、ファイル間のリンクには対応しておりません。
  ＊ 限定条件下での起動ですので、起動するアプリケーションによっては、起動 /動作に
    一部制限やエラーが発生する可能性があります。
    ( 閲覧編集するアプリケーションの動作に関しては保証の対象外となります。)

注　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意



Container Log管理者ツールの操作　　10

 ファイル圧縮の設定
SD-Container Log 内へ
の書込み時にデータを圧
縮する場合は、「ファイル
を圧縮して保存する」を
チェックします。
USB メモリ容量を効率よ
く使用することが可能で
すが、元のデータによって
は、容量低減が期待できな
い場合がございますので
ご了承ください。

データに関する設定が完了したら、［次へ］をクリックします。

 Log 機能の設定
SD-Container Log は操
作履歴等をログとして
Log サーバに送信する機
能を搭載していますが、
「Log 機能を有効にする」
のチェックを外すことに
より、ログを送信しない設
定にすることが可能です。
Log サーバへのユーザー
の登録等を実施すること
なく、ログを記録しない暗
号化セキュリティ USB
メモリとしてご利用いただけます。
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 オフライン時の動作 /最大ログレコード数の設定
SD-Container Log が
Log サーバと通信でき
ないオフライン時の動作
設定をします。

「オフライン時にログを
記録しない」をチェック
すると、オフライン時に
SD-Container Log を
使用できない設定になり
ます。
チェックしていない場合
は、オフライン時はログをUSBメモリ内に蓄積し、オンライン状態で使用さ
れたときに Log サーバへ送信します。但し、最大ログレコード数に達した場
合は、SD-Container Log が使用できなくなります。

  ＜オフライン時のログに関して＞
  ＊ 操作したパソコンで IP アドレスが取得できない場合は、Log サーバでは 
   0:0:0:0:0:0:0:0 と表示されます。
  ＊ グローバル IPアドレスは、操作時の環境ではなく、ログが送信された環境での
    グローバル IPアドレスが Log サーバに記録されます。

  詳細は、Container Log サーバ 取扱説明書を参照ください。

  ＜最大レコード数の設定について＞
  ＊ 最大レコード数は 1000 レコードから 50000 レコードまで設定可能ですが、
    レコード数が多い場合、USBメモリ内のログ蓄積数により、SD-Container Log
    の動作、及び初期化に時間がかかるようになりますのでご了承の上ご利用ください。
    デフォルトは 5000 レコードになります。

メ　
　
　
　
　
モ

注　
　
　
　
　
意
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 データ強制削除機能の設定
Log サーバでユーザー無
効化設定（対象の SD- 
Container Log の使用を
禁止する）を実施した場合
の動作の設定をします。
「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、使用禁止だけでな
く、禁止と同時にユーザー
データを削除します。

詳細については、Container Log サーバ取扱説明書をご参照ください。

 完全初期化有効 /無効の設定
完全初期可能な初期化
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
期化は出来ません。

初期化ツールの詳細については P.16 を参照ください。
　
 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、Log サーバへの初期登録の情報は保持されます。尚、完全初期化を行わない
  初期化を実行するには Log サーバと通信できる状態にしておく必要があります。
 ＊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 Log 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。

メ　
　
　
　
モ
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 初期化ツール IDの設定
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 SD-Container Log
の初期化を防止します。
これにより、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。

　
 ＊新しい初期化ツールを作成して SD-Container Log の書き換えを行う場合には、SD- 
  Container 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。お客様自身で初期化ツール IDの取扱
  には十分ご注意ください。

　
 初期化ツールの保存
初期化ツールの出力先、
及びファイル名の設定を
行います。

ファイル名は、デフォル
トで［sdcinit.exe］に設
定されています。

注　
　
　
意
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 Container Log 管理者ツールの設定の保存
Container Log 管理者
ツールで今回設定した
内容を保存できます。保
存する場合には、「すべ
ての設定を保存する」を
チェックしてください。

その他の設定が完了したら、［確認画面へ］をクリックします。



Container Log管理者ツールの操作　　15

 設定内容の確認 /初期化ツールの作成
設定内容をご確認の上、
変更がなければ［作成］
をクリックします。

［完了］をクリックします。
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Container Log 管理者ツールで作成した初期化ツールで、SD-Container 
Log 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。

1 初期化をする SD-Container Log を USBポートに装着します。

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。

SD-Container Log を
ハードウェア的にフォー
マ ッ ト す る 場 合 は
「フォーマット実行」を選
択してください。

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。

  ＜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、Log サーバへの初期登録の情報は保持されます。
    尚、完全初期化を行わない初期化を実行するには Log サーバと通信できる状態
    にしておく必要があります。
  ＊ 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 Log 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。

メ　
　
　
　
　
モ

注　
　
　
意

初期化ツールの利用
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4 初期化に関する確認画面が表示されますので［OK］をクリックします。

5 初期化が開始されます。初期化中は、絶対にUSBメモリを抜かないでください。

6 完了画面が表示されたら、［完了］をクリックします。

初期化した SD-Container Log は、いったんパソコンから取り外してご利
用ください。

Container Log 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

Container Log 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ア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。

本ソフトウェアに関し、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、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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