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 本製品は精密機器です。本紙の記載内容を必ず守ってください。 

 パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各機器のマニュアル

を参照してください。 

 本製品は 2 台以上接続してご使用できません。 

 データの送受信中は、本製品を取り外さないでください。記録されているデータ

が破損する場合があります。 

 本製品はフラッシュメモリを使用している関係上書き換え回数には制限がありま

す。長期間ご使用になるとデータ書き込み・読み込みができなくなります。 

はじめに 

この度は「Sagasunder」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。ご使用になる

前に必ず本説明書をお読みください。またお読みになった後は大切に保管してください。 

 

 

パッケージの内容 

Sagasunder パッケージには以下のものが梱包されています。万が一不足しているものが

ございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

 

 Sagasunder USB 本体 ············································· 1 本 

 製品保証書 ········  ··················································· 1 枚 

 

※ 保証期間内の製品交換・修理をご依頼の際は製品保証書に必要事項をご記入の上、切り取っ

て製品と一緒にお送り下さい 

※ 最新情報については、当社ホームページや、サポートページから最新版のマニュアルをダウ

ンロードしてご確認ください。 
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Sagasunder でできること 

Sagasunder は、カスペルスキー社製ウイルス対策ソフトウェアを搭載したウイルスチェ

ック駆除ツールです。セキュリティソフトがインストールできない端末やオフライン端末

など、今までウイルス対策ができず被害に合いやすかった環境でも、Sagasunder 本体に

搭載されているソフトウェアでウイルスチェック・駆除を実施し、安全を維持します。 

 

 Sagasunder はパソコン本体に存在する不正ファイル（ウイルス）のチェックを行い

ます。 

 Sagasunder は「Sagasunder 管理者ツール」もしくはインターネット経由で「定義

DB 配信サーバ」より最新の定義 DB の取得を行います。（「定義 DB」とは、ウイル

スパターンファイルやエンジンなど、ウイルス検知に必要なコンポ―ネントになりま

す。） 

 Sagasunder で利用可能な機能は「Sagasunder 管理者ツール」によるポリシー設定

内容に順じます。 

 

注 

意 

* Sagasunder を初回ご利用頂くには、Sagasunder 管理者ツールで設定されたポ

リシーの適用・プログラムの書き込みが必要です。ご購入直後そのままの状態で本

製品をご利用頂くことはできません。 

* 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。 

* 本製品はメモリ機能を搭載しておりません。ファイル保存などは一切行えませんの

でご注意ください。 
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動作環境 

 

注 

意 

Windows XP Embedded SP3 32bit は Windows XP Professional をコンポーネント化したバ

ージョンになります。コンポーネントをカスタマイズしてご利用いただいている場合、お客様

環境でのみ発生し Windows XP Professional にて発生しない現象については、製品サポートを 

いたしかねますのでご了承ください。 

最新の動作環境は当社 HP にてご確認ください。 

イーディーコントライブ社製品 HP： http://www.safety-disclosure.jp/ 

  

OS 

 Windows 7 Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium / 

Starter (SP1 含む) (32bit/64bit) 

 Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / 

Home Basic (SP1～SP2 含む) (32bit/64bit) 

 Windows XP Professional / Home Edition SP3 (32bit) 

 Windows Server 2003 Enterprise / Standard SP2 (32bit/64bit) 

 Windows Server 2003 R2 Enterprise / Standard SP2 (32bit/64bit) 

 Windows Server 2008  Enterprise / Standard SP2 (32bit/64bit) 

 Windows Server 2008 R2 Enterprise / Standard SP1 (64bit) 

 Windows XP Embedded SP3 (32bit)（＊） 

 ※日本語版／英語版のみ対応 

CPU 

 Windows Server 2008 / Server 2008 R2：1.4GHz(シングルプロセ

ッサ)以上または 1.3GHz(デュアルコア)以上を推奨 

 Windows Server 2003 / 2003 R2：550 MHz 以上を推奨  

 Windows XP Embedded：350MHz 以上を推奨 

 Windows 7：1GHz 以上を推奨 

 Windows Vista：1GHz 以上を推奨 

 Windows XP：350MHz 以上を推奨 

メモリ 

 Windows Server 2008 / Server 2008 R2：1GB 以上を推奨 

 Windows Server 2003 / 2003 R2：512MB 以上を推奨 

 Windows 7：1GB 以上を推奨 

 Windows Vista：1GB 以上を推奨 

 Windows XP：512MB 以上を推奨 

 Windows XP Embedded：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 

その他 
 USB2.0 のインターフェイスを搭載していること 

 初回起動には管理者権限が必要 
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取り扱い上の注意 

 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・

注意指示に従ってください。 

 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してくださ

い。さわってけがをする危険があります。 

 濡れた手で本製品に触れないでください。感電・故障の原因となります｡ 

 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF にし、コン

セントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、

感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしま

ったら、パソコンの電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのま

ま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンター

またはお買い求めの販売店にご相談ください。 

 浴室など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故

障する恐れがあります。 

 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導の

もとで行うようにしてください。 

 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また、

本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。 

 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。そのまま使用を続けると、ショートし

て火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め販売店にご

相談ください。 

 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。 

 シンナー・ベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれい

な布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから

拭き取ってください。 

 本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取

り除くようにしてください。 

 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従っ

てください。 

 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。各接続コネクタには手を触れないでく

ださい。故障の原因となります。 

 本製品の取り付け／取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境

を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内のデータを別のメディア（ハードディスク等）

にバックアップしてください｡誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したと

きなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠った

ために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ

い。 

 本製品のデータおよびパソコン内（ハードディスク等）のデータは、必ず別のメディア（ハードディ

スク等）にバックアップしてください。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。 
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誤った使い方をしたとき。静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき。故障したとき。本製品へ

のアクセス中に本製品を取り外したり、機器の電源を OFF にした場合。天災による被害を受けた

とき。 

 

 上記の場合に限らずデータを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご

了承ください。 

 ホコリ・ゴミが付着している状態で、取り付けないでください。 

 アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセット

しないでください。データが消失・破損する恐れがあります。 

 次の場所で使用・保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響

を及ぼすことがあります。 

 

静電気が発生するところ。電気的ノイズが発生するところ。温度･湿度が各機器のマニュアルが

定めた使用環境を超えるところ。結露するところ。腐食性があるところ。 

 

 本製品を廃棄するときは、各地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自

治体にお問い合わせください。 

その他注意及び著作権について 

 本紙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、本紙の一部または全部を無断で

複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 

 本製品および本紙の仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場

合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

 本製品に含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。 

 本製品のソフトウェアのソースコードについては、いかなる場合もお客様に開示、使用許諾をいたし

ません。また、ソースコードを解明するために本製品の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製品の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。 

 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しな

いでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行なっており

ません。 

 本製品は「外国為替および外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があり

ます。日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可申請等の手続きが必要になる場合がありま

す。 

 本製品は医療機器や人命に直接的または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製品を使用されたこ

とにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。また、

高い信頼性が要求される機器や電算機システム等の用途に使用するときは、ご使用になるシステムの

安全設計や故障に対する適切な処置を万全に行なってください。 
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 本製品の使用に際しては、本紙に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として

記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。本製品を運用した結果の他への影響について

は、弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。 

 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損し

た場合については、保証しておりません。また、データの復旧作業もお受けしておりません。本製品

が USB メモリ等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本紙に記載

された注意事項を遵守してください。また、必要なデータは必ず別のメディア（ハードディスク等）

に定期的にバックアップを作成してください。お客様が、本紙の注意事項に違反し、またはデータを

消失・破損し、損害が発生した場合でも、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承くださ

い。 

 動作環境下であっても、特定のハードウェアまたはソフトウェア（セキュリティソフト等）に起因す

る動作不具合が発生する場合があります。 

 本製品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責任は、本製品の製品価格と同額を上

限といたします。 

 イーディーコントライブロゴは、イーディーコントライブ株式会社の商標です。本誌に記載されてい

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。 

 Sagasunder™はイーディーコントライブ株式会社の登録商標です。 

 本紙の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあり

ましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 
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Sagasunder の操作 

注 

意 

* Sagasunder を初回ご利用頂くには、Sagasunder 管理者ツールで設定されたポ

リシーの適用・プログラムの書き込みが必要です。ご購入直後そのままの状態で本

製品をご利用頂くことはできません。 

 

Sagasunder を起動する 

以下の手順で Sagasunder の起動を行います。 

 

1. Sagasunder を PC に接続します。 

2. [コンピュータ]→[Sagasunder]を開きます 

3. [Sagasunder]内の[Sagasunder.exe]を実行します。 

4. Sagasunder の操作画面が表示されます。 

 

Sagasunder メニュー画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 最小化ボタンです。クリックするとタスクバーに最小化されます。 

② 操作を行うカテゴリーメニューです。 

③ 選択されたカテゴリーメニューの操作画面です。 

④ Sagasunder 終了ボタンです。操作終了時にクリックしてください。 

 

メ 

モ 

* Sagasunder を PC から取り外す際は、Windows の「ハードウェアの安全な取り外し」

から取り外しを行ってください。 

 
1 

 

 

 

2 

3 

4 
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スキャンを開始する 

Sagasunder は「オンデマンドスキャン（検索モード）」と「リアルタイムスキャン（監

視モード）」の 2 種類のスキャン方法をご利用頂けます。 

 

オンデマンドスキャン（検索モード） 

PC 上のファイルからウイルスを検索する機能です。インストール不要／権限不問でご利

用可能です。ご利用シーンに応じて以下の検索オプションが選択できます。 

 

注 

意 

* Sagasunder は初回起動のみ管理者権限が必要です。 

* 次回以降同一端末でご利用の際は、制限付きアカウントでも利用可能です。 

 

●通常スキャン 

デフォルトのスキャン方法になります。完全スキャンからメールデータの処理を取り除

き、かつマイクロソフト社の署名がされているファイルを対象外とした上で、スキャン

を行います。 

●完全スキャン 

対象クライアントに存在する全ファイルのスキャンを行います。対象ファイルがメール

データの場合は、「メール部分」「添付ファイル部分」と分離した上で 1 通ずつスキャ

ンを行います。 

●場所を指定してスキャン 

PC 上の特定の場所のみを選択し、スキャンを実行します。スキャン方法は「通常スキャ

ン」になります。 

●自動オンデマンドスキャン 

[Sagasunder.exe]を実行し指定された秒数経過後自動的にオンデマンドスキャン（通常）

を開始します。本機能は管理者ツールによるポリシー設定で使用許可されている場合に

のみ利用可能です。 
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リアルタイムスキャン（監視モード） 

リアルタイムスキャンは、PC の不正ファイルの動きを監視する機能です。本機能は管理

者ツールによるポリシー設定で使用許可されている場合にのみ利用可能です。 

 

注 

意 

* 本機能のご利用には管理者権限が必要です。 

* 本機能のご利用には事前に[Sagasunder]→[Driver]→[RTSDriver.exe]のインス

トール/再起動が必要です。 

* 本機能はウイルス対策ソフトウェアなど他のセキュリティソフトウェアがインス

トールされている環境ではご利用いただくことはできません。 

 

 ファイルモニター 

• ファイルアクセスをモニターします。 

 

 MAIL モニター（＊） 

• メールに関するトラフィックをモニターします。 

 

 WEB モニター 

• WEB に関するトラフィックをモニターします。 

 

 プロアクティブディフェンス 

• プロセスやアプリケーションの挙動をモニターします。 

 

注 

意 

* MAIL モニター機能は、Windows Vista 64bit、および Windows Server 2008 

64bit 環境ではご利用いただくことができません。 
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オンデマンドスキャンを開始する 

Sagasunder を起動します。カテゴリ

ーメニュー[スキャン]→[オンデマン

ドスキャン]→[実行]をクリックする

とオンデマンドスキャンが開始されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキャン方法を変更する 

[オンデマンドスキャン]→[設定]からスキャン方法

の変更が行えます。 

 

●通常スキャン 

Sagasunder はデフォルトで「通常スキャン」が設

定されています。 

 

●完全スキャン 

[オンデマンドスキャンの設定]→[完全スキャン]を

選択し[OK]をクリックします。[オンデマンドスキ

ャン]→[実行]をクリックすると、完全スキャンが開

始されます。 

 

●場所を指定してスキャン 

[オンデマンドスキャンの設定]→[場所を指定して

スキャン]を選択し、スキャン対象を指定してから[OK]をクリックします。 

[オンデマンドスキャン]→[実行]をクリックすると、指定された場所のスキャン（通常ス

キャン）が開始されます。 
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自動オンデマンドスキャン 

Sagasunder を起動すると指定され

た秒数のカウントが開始され、カウン

ト終了後スキャン（通常スキャン）が

開始されます。本機能は管理者ツール

によるポリシー設定で「自動オンデマ

ンドスキャン機能」が有効に設定され

ている場合のみご利用頂けます。 

 

カウント終了前に[実行]をクリック

するとオンデマンドスキャンが開始

されます。 

 

カウント終了前に他の操作を行うと

本機能は停止します。 

 

スキャン状況  

実行中のスキャン状況が表示されま

す。 

 

●一時停止 

オンデマンドスキャンの一時停止を

行います。 

 

●再開 

一時停止されたオンデマンドスキャ

ンを再開します。 

 

●停止 

オンデマンドスキャンを停止します。 
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オンデマンドスキャンの結果を確認する 

オンデマンドスキャンが終了するとスキャン結果が表示されます。 

 

●「脅威は検出されませんでした」 

ウイルスの存在が確認されませんでした。「閉

じる」をクリックするとスキャンの終了処理が

開始されます。 

 

 

 

 

●「＊件の脅威を検出しました。」 

ウイルスが検出されました。 

 

検出結果を確認の上ウイルスに対するア

クションを選択してください。 

 

• 推奨 

推奨とされる対処方法を実施します。 

• 駆除 

感染ファイルからウイルスだけを削除し

ます。 

• 削除 

検出した脅威対象を削除します。 

• 何もしない 

検出した脅威対象に対し何も行いません。 

 

アクションを選択し[実行]をクリックすると、各アクションが実行され「アクション結果」

項目に表示されます。確認後[閉じる]をクリックしてください。 

 

 

スキャン終了時のサウンド機能 

オンデマンドスキャン終了時に、サウンドでスキャン終了をお知らせします。本機能は、

管理者ツールによるポリシー設定で有効に設定されている場合のみご利用頂けます。 

  

メ 

モ 

* アクション結果が「失敗」となった場合は、別のアクションを選択し実行してください。 

* 「何もしない」で成功した場合は、その後も別のアクションの選択が可能です。 
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リアルタイムスキャン用のドライバインストールを行う 

リアルタイムスキャンをご利用の場合は、事前にドライバのインストールが必要です。下

記手順に従ってインストールを行ってください。 

 

1. [Sagasunder]→[Driver]→

[RTSDriver.exe]を実行します。 

 

2. ドライバインストール開始のメッセージ

が表示されます。「はい」をクリックしイ

ンストールを開始してください。 

 

3. インストールが完了します。「OK」をク

リックし PC の再起動を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

注 

意 

* ドライバインストールには管理者権限が必要です。 

* ドライバのインストールはウイルス対策ソフトウェアなど他のセキュリティソフト

ウェアがインストールされている端末には行えません。 

* ドライバインストール後は必ず PC の再起動を行ってください。 

 

* ドライバのアップデートを行う場合は、既にインストールされているドライバを一

度アンインストールしてから新しいドライバのインストールを行ってください。 

* アンインストール後は必ず PC の再起動を行ってください。 

 

* ドライバのアンインストールはコントロールパネルより行ってください。 
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リアルタイムスキャンを開始する 

1. Sagasunder を起動します。カテ

ゴリーメニュー[スキャン]→[リ

アルタイムスキャン]→[開始]を

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. リアルタイムスキャンを開始す

る前にオンデマンドスキャン（通

常）の実行確認メッセージが表示

されます。スキャンを事前に実行

する場合は「はい」をクリックし

てください。オンデマンドスキャ

ンを行わない場合は「いいえ」を

クリックするとリアルタイムスキャンが開始されます。「キャンセル」をクリックす

るとリアルタイムスキャンは開始されません。 

 

 

 

  

メ 

モ 

* ポリシーで「リアルタイムスキャン前のオンデマンドスキャン強制実行」が有効に設

定されている場合は、オンデマンドスキャン開始告知メッセージが表示されます。

「OK」をクリックし、オンデマンドスキャンを実行します。オンデマンドスキャン結

果の確認を行った後、リアルタイムスキャンが開始されます。キャンセルは行えませ

ん。 
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3. リアルタイムスキャン実行中に

[停止]ボタンをクリックするとス

キャンは停止されます。 

 

 

4. 再度リアルタイムスキャン機能を

起動する場合は[開始]ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

リアルタイムスキャンの結果を確認する 

リアルタイムスキャン実行中にウイルスを検出すると、検出メッセージが表示されます。 

 

●「脅威を検出しました。」 

ウイルスが検出されました。 

 

検出結果を確認の上ウイルスに対す

るアクションを選択してください。 

 

• 推奨 

推奨とされる対処方法を実施します。 

• 駆除 

感染ファイルからウイルスだけを削除します。 

• 削除 

検出した脅威対象を削除します。 

• 何もしない 

検出した脅威対象に対し何も行いません。 

 

アクションを選択し「実行」をクリックすると、各アクションが実行されます。 

 

 

  

メ 

モ 

* アクション結果が「失敗」となった場合は、別のアクションを選択し実行してください。 

* 「何もしない」で成功した場合は、その後も別のアクションの選択が可能です。 
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アラート画面 

WEB フィルター検出 

リアルタイムスキャン実行中は、WEB に関するトラフィックをモニターします。不正な

WEB サイトへアクセスを行った場合にはアラートメッセージが表示され、対象となる

WEB アクセスは制限されます。 
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アップデートをする 

「Sagasunder 管理者ツール」がインストールされていない端末で、定義 DB のパター

ンファイルを更新することができます。※本機能は管理者ツールによるポリシー設定で有

効に設定されている場合にのみご利用可能な機能です。 

 

Sagasunder は指定された IP アドレスを経由し「Sagasunder 管理者ツール」がインス

トールされている端末から、もしくはインターネット経由で「定義 DB 配信サーバ」より、

新しい定義 DB のアップデートを行うことができます。 

 

注 

意 

* 無効に設定されている場合は「定義 DB のアップデート」ボタンがグレーアウトし

た状態となり、ご利用いただくことはできません。 

 

定義 DB のアップデート 

1. カテゴリーメニュー[アップデー

ト]→[定義 DB のアップデート]

をクリックします。 

 

 

 

 

2. 定義 DBのアップデートが開始さ

れます。 

 

 

 

 

3. 定義 DB のアップデートが完了し

ました。 

 

4. 「OK」をクリックし、アップデートを終了し

てください。 
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プロキシサーバの設定 

定義 DB のアップデート時のプロキシサーバの設定が行えます。 

 

1. カテゴリーメニュー「アップデー

ト」→「プロキシサーバの設定」

をクリックします。 

 

2. 「プロキシサーバの設定画面」が

表示されます。 

 

 プロキシサーバを使用しない 

プロキシを介さずに指定された通信

先へアクセスします。 

 

 プロキシサーバを使用する 

 

• インターネットオプションの設定に従う 

IE に設定されているプロキシ設定に従い、

通信先へアクセスします。 

 

• 個別に指定する 

プロキシサーバ、ポートをそれぞれ入力して

ください。 

 

• プロキシ認証が必要な場合 

ユーザ ID、パスワードを入力してください。 

 

定義 DB 未アップデート時のアラート 

管理者ツールによるポリシー設定で、指定された日数以上定義 DB のアップデートを行わ

ない場合は、Sagasunder 起動時に下記のアラートが表示されます。定義 DB のアップデ

ートを行ってから Sagasunder をご利用ください。 

 

 

 

 

 

  



20 

 

ライセンス有効期限について 

Sagasunder は保有しているラインセンス有効期間中のみご利用いただけます。ライセン

ス期間の参照方法は本マニュアル 23 ページ「管理情報を確認する」をご参照ください。 

 

注 

意 

* ライセンス有効期限が切れた Sagasunder を起動すると、下記のメッセージが表

示されご利用いただくことができません。 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

* ライセンス更新は「Sagasunder 管理者ツール」がインストールされている端末

で行う必要があります。一度管理者様へご連絡ください。 
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ポリシーの確認をする 

カテゴリーメニュー「ポリシー確認」から、管理者ツールで設定されているポリシーの内

容を確認することができます。 
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ログを確認する 

カテゴリーメニュー[ログ]から、スキャン実施結果のログを確認することができます。 

 

ログを検索する 

指定した期間のスキャン実施結果ロ

グを表示します。 

 

1. [ログ]→[検索]から期間の指定を

行い、クリックします。 

 

 

 

 

2. 指定された期間内のスキャン結果

一覧が表示されます。 

 

 

 

 

3. 表示された結果の行をダブルクリ

ックすると、より詳細なスキャン結

果が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

ログのエクスポートを行う 

カテゴリーメニュー[ログ]→[CSV エクスポート]から、Sagasunder が保持しているすべ

てのスキャン結果のログを CSV 形式ファイルで出力することが可能です。 

 

 

  

メ 

モ 

* CSV でログを出力した際にはスキャン開始日時/終了日時は GMT に変換されます。 
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管理情報を確認する 

カテゴリーメニュー[管理]から、現在 Sagasunder に設定されている情報を確認するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照できる情報】 

 内部シリアル No. 

 Sagasunder バージョン 

 定義 DB バージョン 

 前回アップデート日時 

 ライセンス有効期限 

 ライセンス残日数 
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ソフトウェア使用許諾 

1. 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。 

2. 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。 

3. 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。 

4. 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。 

5. 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。 

6. 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。 

7. 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。 

8. 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。 

9. 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。 

10. 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。 

11. 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。 

12. 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。 

13. 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。 

14. 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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