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注　
　
　
意

はじめに

 Sagasunder 管理者ツールでできること

Sagasunder 管理者ツールは、定義DBのアップデートやSagasunder のポリシー
設定・適用、スキャン結果のログ管理等を行うシステム管理者用ソフトウェアにな
ります。

ご利用の流れ

   インターネットへ接続できるPCへ Sagasunder 管理者ツール
   をインストールします。（P.5）

   Sagasunder 管理者ツールにて最新の定義DBへのアップデート、
   および Sagasunder のポリシー設定を行います。（P.8、P.11）

   Sagasunder 管理者ツールがインストールされているPCへ
   Sagasunder を接続し、作成したポリシーの適用や定義DBの
   同期を行います。（P.14、P.9）

 ＊ Sagasunder 管理者ツールのご利用には、同梱されたアクティベーションコード
  の入力が必要になります。また再インストール時にもアクティベーションコード
  は必要となりますので、このコードは大切に保管してください。
 ＊ ご購入直後のSagasunderには必要なプログラム等が書き込まれていません。
  ポリシーの適用時にこれらのプログラムが書き込まれるため、Sagasunder の
  初回ご利用前にはポリシーの適用が必須となります。
 ＊ Sagasunderは初回にポリシーの適用を行った管理者ツールと紐付けられます。
  異なるアクティベーションコードを持つ管理者ツールにて定義DBの同期や
  ポリシーの適用を行う事はできません。
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Sagasunder 管理者ツールより、Sagasunder に対してポリシーの適用や定義DB
の同期を行う事が可能です。

    ポリシーの適用
    定義 DBの同期

Sagasunder はご購入後最初にポリシーの適用を行ったSagasunder 管理者ツール
のアクティベーションコードを保持します。
これによりSagasunder は Sagasunder 管理者ツールと紐付けられ、以降は他社の
Sagasunder 管理者ツールにてポリシーの適用や定義DBの同期を行う事はできません。

  ＜他社 Sagasunder 管理者ツール＞
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またSagasunder はインターネット上の定義DB配信サーバだけでなく、Sagasun-
der 管理者ツールをアップデートサーバとして定義DBのアップデートを行う事
が可能です。

 動作環境
  ・ Windows 7 Ultimate / Enterprise / Professional / 
   Home Premium （SP1 含む） （32bit）
 
OS
 ・ Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / 

   Home Premium / Home Basic （SP1 ～ SP2 含む） （32bit）
  ・ Windows XP Professional / Home Edition SP3 （32bit）
   ※全て日本語版のみ
　
  ・ Windows 7：1GHz 以上を推奨
 CPU ・ Windows Vista：1GHz 以上を推奨
  ・ Windows XP：350MHz 以上を推奨
　
  ・ Windows 7：1GB以上を推奨
 メモリ ・ Windows Vista：1GB以上を推奨
  ・ Windows XP：512MB以上を推奨
　
 ソフトウェア Internet Explorer 7.0 以上がインストールされていること
　
  ・ 管理者権限を有するアカウントであること
 
その他

 ・ ハードディスクの空き容量が 4GB以上あること
  ・ USB2.0 のインターフェイスを搭載していること
  ・ 他のソフトウェア等によって 80/TCPが使用されていないこと
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 インストール / アンインストール

インストールする

1. コンピュータのCD-ROMドライブにSagasunder 管理者ツールのCDを挿入し、
 インストーラ [SagasunderAdminTool.exe] を実行します。

2. [ 次へ ] をクリックします。

3. [使用許諾契約書]が表示されますので、
 内容を確認し同意できる場合は
 [使用許諾契約の条項に同意します]を
 選択して [次へ ] をクリックします。

4. [インストール ]をクリックしてインストールを開始します。

5. [ 完了 ] をクリックします。

アンインストールする

1. [ 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 ]）をクリックします。

2. [Sagasunder 管理者ツール ]を選択して [アンインストール ]（Windows XPの
 場合は [ 削除 ]）をクリックします。
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Sagasunder 管理者ツールは定義DBのアップデートやSagasunder への定義DB
同期、ポリシーの設定や適用を行えます。またSagasunder でスキャンを行った結
果のログを一元管理する事ができます。

 Sagasunder 管理者ツールの起動

[ スタート ]→[（すべての）プログラム ]→[ED-CONTRIVE]→[Sagasunder]→
[Sagasunder 管理者ツール ]を選択し、Sagasunder 管理者ツールを起動します。

Sagasunder 管理者ツール画面

 ❶ 操作を行うカテゴリメニューです。
 ❷ 選択されたカテゴリメニューの設定を行います。
 ❸ Sagasunder 管理者ツールを終了します。

管理者ツールの操作

❶

❷

❸
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注　
意

 アクティベーション

Sagasunder 管理者ツールの初回起動時にはアクティベーションコードを入力する
必要があります。これにより製品が利用可能となります。
製品の有効期限はアクティベーション完了から 1年間となります。

1. Sagasunder 管理者ツール初回起動時にアクティベーションコード入力画面が
 表示されます。

2. 同梱されているアクティベーションコードを入力します。

  ＊ アクティベーションはインターネットに接続されている環境で行う必要が
   あります。
  ＊ アクティベーション時には 80/TCPを利用します。
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 アップデート

[アップデート]メニューでは定義DBのアップデートやアップデートに関する設定、
アップデートされた定義DBを Sagasunder へ同期できます。
また、現在アップデート済みの定義DBのバージョンやライセンス有効期限等を
確認することができます。

定義DBをアップデートする

[定義DBのアップデート ]をクリック
すると、定義DB配信サーバへ接続し定義
DBを最新のバージョンにアップデート
します。

アップデートした定義DBを
Sagasunder へ反映させる場合は [定義
DBの Sagasunder 同期 ] を実行する
必要があります。

定義DBをロールバックする

[定義DBのロールバック ]をクリック
すると前回アップデートした定義DBへ
ロールバックされます。定義DBに問題が
あった場合など、ロールバックを行う事で
安全に Sagasunder を利用することが
できます。

ロールバックした定義DBを
Sagasunder へ反映させる場合は [定義
DBの Sagasunder 同期 ] を実行する
必要があります。
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プロキシサーバを設定する

定義DBのアップデート時にプロキシ
サーバを使用する場合は、[プロキシ
サーバの設定]をクリックしてプロキシ
サーバの設定を行います。

Sagasunder を同期する

Sagasunder を PC に接続した後、
[ 定義 DB の Sagasunder 同期 ] を
クリックし、Sagasunder 管理者ツール
が保持している定義DBをSagasunder
へ反映させます。

定義DBの同期は接続されている複数の
Sagasunder へ同時に行えます。
Sagasunder 管理者ツールと異なる
アクティベーションコードを持つ
Sagasunder が接続されていた場合は
同期を行うことはできません。
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 ポリシー設定

[ ポリシー設定 ]メニューでは、Sagasunderへ適用するポリシーの設定や設定された
ポリシーをSagasunder へ適用することができます。

 ❶ 現在選択されているポリシーの設定内容が表示されます。
 ❷ 設定ファイルから作成済みのポリシーを読み込みます。
 ❸ 現在選択されているポリシーを編集します。
 ❹ 現在選択されているポリシーをSagasunder へ適用します。

❷

❸

❶

❹
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ポリシーを設定する

1. [ 設定編集 ]ボタンをクリックし、
 ポリシー設定編集画面を表示します。

2. Sagasunder へ適用するポリシーを設定します。

 ■ 全般
  Sagasunder 全般のポリシーを設定します。

  ● 識別情報
   作成するポリシーを識別するための任意のポリシー名称を指定します。　
  ● プログラム実行後の自動スキャン
   Sagasunder.exe 実行後にオンデマンドスキャンを自動実行するかどうかを設定
   できます。有効にした場合は、Sagasunder.exe 実行後何秒でオンデマンドスキャンを
   開始するか指定します。
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 ■ スキャン
  Sagasunder のスキャンに関するポリシーを設定します。

  ● リアルタイムスキャン
   Sagasunder にてリアルタイムスキャンを利用するか選択できます。
   このポリシーを無効にした場合、Sagasunderで行えるスキャン種別はオンデマンド
   スキャンのみとなります。　
  ● リアルタイムスキャン開始前のオンデマンドスキャン強制実行
   リアルタイムスキャンを有効にした場合、リアルタイムスキャン開始前に強制
   的にオンデマンドスキャンを実行するか選択できます。強制実行を無効にした
   場合は、リアルタイムスキャン開始前にオンデマンドスキャン実行確認ダイア
   ログが表示されます。
   リアルタイムスキャン開始前にオンデマンドスキャンを実施し、対象機器の安全
   性を確認することを推奨します。　
  ● 脅威に対するデフォルトアクション
   スキャン時に検知されたウイルスに対して、選択するアクションのデフォルト値を
   指定できます。　
  ● スキャン終了時のサウンド
   オンデマンドスキャン終了時にサウンド通知を行うか選択できます。
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 ■ アップデート
  定義 DBのアップデートに関するポリシーを設定します。

  ● 管理者ツールがインストールされていない環境での定義DBアップデート
   Sagasunder からネットワーク経由で定義DBのアップデートを許可するか選択
   できます。
   許可した場合はSagasunder 管理者ツールがインストールされているPCの IP
   アドレスを指定することにより、定義DB配信サーバとSagasunder 管理者ツール
   の内、より新しい定義DBを保有する方から定義DBのアップデートを行うこと
   ができます。IP アドレスを指定しない場合は定義DB配信サーバからのアップ
   デートのみとなります。
　
    定義DB配信サーバとSagasunder 管理者ツールが同じバージョンの定義
    DB を保有している場合はSagasunder 管理者ツールからアップデート
    を行います。

　
  ● 指定日数以上定義DBがアップデートされていないSagasunder にはアラート表示
   一定期間以上定義DBが更新されていない場合にアラートを表示するかの設定
   が行えます。設定した場合、指定した日数以上定義DBが更新されていない状態
   で Sagasunder.exe を起動するとアラートが表示され、定義DBのアップデート
   を促します。

3. 設定が完了したら [設定保存 ]ボタンをクリックし設定したポリシーを保存します。

メ　
モ
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Sagasunder へ適用する

Sagasunder を PCに接続した後、
[Sagasunder に適用 ] をクリックし
設定したポリシーをSagasunder へ適用
させます。

ポリシーの適用は接続されている複数の
Sagasunder へ同時に行えますが、適用
されるのはSagasunder 管理者ツールと
同一のアクティベーションコードを持つ
Sagasunder のみとなります。

設定を読み込む

[設定読み込み ]をクリックすると
過去に保存した設定ファイルを指定して
ポリシーを読み込めます。
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 ログ

[ ログ ]メニューでは接続されたSagasunderからスキャン結果ログの取り込みや、
ログの検索、削除等のログ管理を行う事ができます。

ログを検索する

Sagasunder 管理者ツールに保存されている Sagasunder のスキャン結果を検索
します。

1. 検索対象とする日付を選択し
 [ 検索 ] ボタンをクリックします。

2. 検索結果の一覧が表示されるので、 
 詳細を確認したいログをダブル
 クリックし詳細ログを確認します。
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ログを削除する

不要になったSagasunder のスキャン結果をSagasunder 管理者ツールから削除
します。

1. 削除対象とする日付を選択し
 [ 削除 ] ボタンをクリックします。

2. 削除範囲に問題が無ければ [はい
 （Y）]をクリックしログを削除します。
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メ　
モ

注　
意

ログを吸い上げる

接続されている複数のSagasunder のログをSagasunder 管理者ツールに取り込み
ます。

1. Sagasunder を PCに接続し、[実行 ]
 をクリックします。

2. ログの吸い上げ開始の確認メッセージ
 が表示されるので、問題が無ければ
 [ はい（Y）] をクリックします。

 既に Sagasunder 管理者ツール内に
 保存されているログと同一のログは
 吸い上げの対象外となります。

3. ログの吸い上げが完了すると、
 Sagasunder 内に保存されている
 全てのログを削除することができます。

  ＊ Sagasunder 内に保存されているログは、Sagasunder から削除することはでき
   ません。Sagasunder 管理者ツールで取り込んだ時のみ削除することが可能です。

  ＊ ご利用のSagasunder 管理者ツールに紐付けられたSagasunder に対してのみ
   ログの吸い上げを行うことができます。
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ログのインポート / エクスポート

Sagasunder からエクスポートされた
スキャン結果のCSVファイルのイン
ポート、Sagasunder 管理者ツールに
保存されているスキャン結果を CSV
形式でエクスポートすることができます。
インポートされたログはSagasunder 
管理者ツール内に保存され、検索や削除
を行う事が可能です。



管理者ツールの操作　　19

注　
意

 管理

[ 管理 ]メニューではSagasunder 管理者ツールやSagasunderのライセンス更新、
接続されたSagasunder の情報を確認することができます。

管理者ツールのライセンス有効期限を更新する

1. [ 管理者ツールライセンス更新 ]をクリックします。

2. 新たに取得したアクティベーション
 コードを入力し[OK]ボタンをクリック
 しライセンス更新を行います。

  ＊ Sagasunder 管理者ツールのライセンス更新を行うには、インターネットに
   接続された環境で実施する必要があります。
  ＊ ライセンス更新はSagasunder 管理者ツールの有効期限が切れているか、
   残り日数が 31 日以下の場合のみ行うことが可能です。
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メ　
モ

注　
意

Sagasunder のライセンス有効期限を更新する

Sagasunder を PCに接続した後、
[Sagasunderライセンス更新]をクリック
し、接続されている複数のSagasunder
に対してライセンス更新を行います。

  ＊ Sagasunder のライセンス有効期限は、アップデートメニュー [ 定義DBの
   Sagasunder 同期 ] やポリシー設定メニュー [Sagasunder に適用 ] 時に
   Sagasunder 管理者ツールの情報を参照し自動で更新されます。
   本機能は定義DBの同期やポリシーの適用を行わずライセンス有効期限の
   更新のみを行いたい場合にご利用ください。

  ＊ ご利用のSagasunder 管理者ツールに紐付けられたSagasunder に対してのみ
   ライセンス更新を行うことができます。
  ＊ ライセンス更新はSagasunder の有効期限が切れているか、残り日数が 31日
   以下の場合のみ行うことが可能です。
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注　
意

Sagasunder の情報を表示する

Sagasunder 管理者ツールがインストールされているPCに接続している複数の
Sagasunder の情報を確認することができます。

1. Sagasunder を PCに接続し、[Sagasunder 情報表示 ]をクリックします。

2. Sagasunder の一覧が表示されるので、
 詳細を確認したいSagasunder を
 ダブルクリックします。

3. 選択した Sagasunder のポリシー情報
 等が表示されます。

  ＊ ご利用の Sagasunder 管理者ツールに紐付けられたSagasunder に対して
   のみ情報表示を行うことができます。
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Sagasunder 管理者ツールのユーザ登録は下記Webページより受け付けております。

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

ユーザ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、製品に関するよくあるご質問・ソフトウェアの修正版等は以下のサポート
ページにてご案内しています。

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

ユーザ登録・サポート
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ソフトウェア使用許諾
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。

ED-CONTRIVE、Sagasunder ロゴは、イーディーコントライブ株式会社の商標です。本書に記載
されている他社名、他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
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