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まえがき 
本書の目的 

本書は、以下の製品を使用するために必要な設定方法および操作方法について説明しています。 

 Systemwalker Desktop Keeper Base Edition V12.0L10 

 

本書の読者 
本書は、Systemwalker Desktop Keeperを使用して資産管理システムを構築する方、資産管理

システムを運用管理する方を対象に書かれています。 

 

また、本書を読むためには、以下の知識が必要です。 

 Microsoft® SQL Serverに関する一般的な知識 

 パーソナルコンピュータに関する一般的な知識 

 Windowsに関する一般的な知識 

 インターネットに関する一般的な知識 

 

本書の構成 
本書は、1章～4章、付録および用語集から構成されています。 

 

 第1章 Systemwalker Desktop Keeperの使用方法 
Systemwalker Desktop Keeperの使用方法について説明します。 

 第2章 管理コンソールの使用方法 
Systemwalker Desktop Keeperの管理コンソールの使用方法について説明します。 

 第3章 ログビューアの使用方法 
Systemwalker Desktop Keeperのログビューアの使用方法について説明します。 

 第4章 持出しユーティリティの使用方法 
Systemwalker Desktop Keeperの持出しユーティリティの使用方法について説明します。 

 付録A CSVファイル 
Systemwalker Desktop Keeperのログビューアで出力できるCSVファイルについて説明します。 

 付録B 調査用ログ 
Systemwalker Desktop KeeperのCTのアプリケーションで発生したエラー情報を調査するため

のログの初期採取条件、変更方法および表示方法について説明します。 

 付録C CTの情報表示 
Systemwalker Desktop KeeperのCTに設定されている情報の表示方法について説明します。 

 付録D 管理コンソール／ログビューア使用時のエラー対処 
Systemwalker Desktop Keeperの管理コンソールまたはログビューア使用時にエラーが発生し

た場合の対処方法について説明します。 

 用語集 
Systemwalker Desktop Keeperで使用されている各用語について説明します。 
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本書の読み方 
本書では、説明のために、以下に示す名称、記号および略称を使用しています。 

 

 DTKインストールディレクトリについて 
Systemwalker Desktop Keeperの製品をインストールしたときの、インストール先のディレク

トリをDTKインストールディレクトリと表示しています。 

 

 コマンドで使用する記号について 
コマンドで使用している記号について以下に説明します。 

記号の意味 

記 号 意 味  

［ ］ この記号で囲まれた項目を省略できることを示します。  

  ｜  
この記号を区切りとして並べられた項目の中から、どれか1つを選択するこ

とを示します。  

 

 マニュアルの記号について 
マニュアルでは以下の記号を使用しています。 

 

 

特に注意が必要な事項を説明しています。 

 

 

知っておくと便利な情報を説明しています。 

 

 略称 
本書では、以下のようにオペレーティングシステム名を略して表記しています。 

 

略称 正式名称 

Windows Server™ 2003 Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Editionおよび 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition 

Windows® 2000（※1） Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system、 
Microsoft® Windows® 2000 Server operating systemおよび 
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system 

Windows® XP Microsoft® Windows® XP Professionalおよび 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Windows ME Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows® 98 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 

Windows Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition、 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system、 
Microsoft® Windows® 2000 Server operating system、 

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server operating system、 

Microsoft® Windows® XP Professional、 

Microsoft® Windows® XP Home Edition、 

Microsoft® Windows® Millennium Editionおよび 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition 
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略称 正式名称 

Microsoft® SQL Server Microsoft® SQL Server™ Enterprise Edition 2000および 

Microsoft® SQL Server™ Standard Edition 2000 

※1：特に、Microsoft® Windows® 2000 Server operating system、およびMicrosoft® Windows® 

2000 Advanced Server operating systemを指す場合は、“Windows® 2000 Server”と略します。 

 

本書の位置づけ 
Systemwalker Desktop Keeperのマニュアルでの本書の位置づけは、以下のとおりです。 

 

マニュアル名称 内容 

Systemwalker Desktop Keeper 

導入手引書 

Systemwalker Desktop Keeperの導入設定、動作環境の変更方

法、および保守/管理方法について説明します。 

Systemwalker Desktop Keeper 

使用手引書 管理者編（本書） 

Systemwalker Desktop Keeperの概要、機能、操作方法などに

ついて説明します。 

Systemwalker Desktop Keeper 

使用手引書 クライアント編（※

1） 

Systemwalker Desktop Keeperの操作方法について説明しま

す。 

※1：Systemwalker Desktop Keeper 使用手引書 クライアント編は、持出しユーティリティの

ヘルプから参照できます。 

 

輸出管理規制について 
当社ドキュメントには、外国為替および外国貿易管理法に基づく特定技術が含まれていること

があります。特定技術が含まれている場合は、当該ドキュメントを輸出または非居住者に提供す

るとき、同法に基づく許可が必要となります。 
 

平成17年 6月 

平成17年 2月 初 版 

平成17年 6月 1.1版 

 

商標について 
Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国および

その他の国における登録商標です。 
その他の製品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

 

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2005 
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修正履歴 
初版（2005年2月）から1.1版（2005年6月）への変更点 

変更箇所 変更内容 

1.4.2 印刷操作ログ 

ログの参照 

◆印刷操作ログ 

[参照できるログの内容]から「印刷ファイルの総ページ数」を削除しま

した。 

1.4.8 コマンドプロンプト操作

ログ 

ログの参照 

◆コマンドプロンプト操作ログ 

画面を変更しました。 

2.2.1 通信環境参照／設定 [同時CT最大接続数]の説明を変更しました。また、通信環境の参照およ

び設定する手順を追加しました。 

2.2.3 デバッグトレース設定 デバッグトレースの設定手順を追加しました。 

3.3.1 ログ一覧およびA.1 ログ

一覧 

[ドメイン名]の説明を変更しました。 

3.3.2 コマンドプロンプトログ

一覧 

 

画面を変更しました。 

付録B 調査用ログ [最大ログサイズ]の説明を追加しました。 
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第1章 Systemwalker Desktop Keeperの使用

方法 

本章では、Systemwalker Desktop Keeperの使用方法について説明します。 
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1.1 使用方法の流れ 
Systemwalker Desktop Keeperの導入が完了して、Systemwalker Desktop Keeperを使用する流

れについて説明します。導入が完了していない場合は、“Systemwalker Desktop Keeper 導入手

引書”を参照してください。 

 

使用方法の流れは、以下のとおりです。 

 

 

Systemwalker Desktop Keeperを使用して運用を行う場合は、上記流れ図の「管理者を設定す

る」は必ず行います。「管理者を設定する」以外は、行う運用に応じて、各章を参照してくださ

い。 
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1.2 管理者の設定 
Systemwalker Desktop Keeperの「管理コンソール」または「ログビューア」を使用するため

の、管理者を設定する方法について説明します。 

「管理コンソール」については“第2章 管理コンソールの使用方法”、「ログビューア」につい

ては“第3章 ログビューアの使用方法”を参照してください。 

 

管理者の設定は、階層化サービスがインストールされている管理サーバから、管理者保守ツー

ルを使用して行います。階層化サービスがインストールされていない場合は、“Systemwalker 

Desktop Keeper 導入手引書”を参照して、管理サーバに階層化サービスをインストールしてく

ださい。 

 

なお、Systemwalker Desktop Keeperの管理者には、以下のものがあります。 

 初期管理者 

管理者保守ツールで、最初に登録できる管理者を初期管理者と呼びます。初期管理者は、

「管理コンソール」または「ログビューア」を使用して運用したり、新たな管理者を登録

したりします。 

 管理者 

初期管理者が登録できる、新規の管理者です。管理者は、初期管理者から指定された権

利に従い、「管理コンソール」または「ログビューア」を使用して運用します。 

 

以降では、初期管理者および管理者の設定について説明します。 

 

1.2.1 登録 

初期管理者または管理者の登録方法について説明します。 

 

初期管理者または管理者を登録することで「管理コンソール」または「ログビューア」を使用

することができます。 

 

なお、管理者を登録する場合は、初期管理者の登録が完了している必要があります。 

 

初期管理者の登録 

初期管理者を登録する手順は、以下のとおりです。 

 

1. 階層化サービスがインストールされている管理サーバで、コマンドプロンプトを起動しま

す。 

2. 以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押します。 

makeuser –default 
3. 初期管理者「secureadmin」のパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。なお、パス

ワードの初期値は「SecAdmin」です。 

 

管理者の登録 

管理者を登録する手順は、以下のとおりです。 

 

1. 階層化サービスがインストールされ、初期管理者が登録されている管理サーバで、コマン

ドプロンプトを起動します。 

2. 以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押します。 

makeuser –add <ユーザ名> <パスワード> <権利コード> 
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- <ユーザ名> 

ユーザ名を入力します。40文字までの英数字、漢字、ひらがな、カタカナおよび

以下の記号以外が入力できます。 

入力できない記号：「&」「<」「>」「|」「\」「"」「~」「'」「?」「:」 

また、全角および半角の空白は入力できません。大文字と小文字は区別されませ

ん。 

- <パスワード> 

パスワードを入力します。半角で8文字までの英数字および以下の記号以外が入

力できます。 

入力できない記号：「&」「<」「>」「|」「\」「"」「~」「'」「?」「:」 

また、全角および半角の空白は入力できません。 

- <権利コード> 

「管理コンソール」および「ログビューア」を使用する権利として、以下の数字

のどれかを入力します。 

「0」：「管理コンソール」および「ログビューア」は使用できません。 

「1」：「ログビューア」だけ使用できます。 

「2」：「管理コンソール」および「ログビューア」を使用できます。 

 

3. 初期管理者「secureadmin」のパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。 

 

 

 

上記手順2.および手順3.を、以下のコマンドで実行することができます。 

makeuser –add <ユーザ名> <パスワード> <権利コード> -p <初期管理者パスワード> 

 

1.2.2 一覧表示 

登録されている初期管理者または管理者の情報を表示する方法について説明します。 

 

一覧を表示する手順は、以下のとおりです。 

 

1. 階層化サービスがインストールされ、初期管理者が登録されている管理サーバで、コマン

ドプロンプトを起動します。 

2. 以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押します。 

makeuser –list 
3. 初期管理者「secureadmin」のパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。 

→以下に表示例を示します。 

ユーザ名    権利  登録年月日       更新年月日 

------------------------------------------------------------------- 

*secureadmin  C/L   2004/10/01 12:00:00   2004/10/01 12:00:00 

admin      C/L   2004/10/01 12:10:10   2004/10/01 13:00:00 

kannri     L    2004/10/10 12:00:00   2004/10/12 12:00:00 

- [ユーザ名]の「*」は、初期管理者であることを示します。 

- [権利]の「L」は、「ログビューア」だけ使用できることを示します。 

- [権利]の「C/L」は、「管理コンソール」および「ログビューア」を使用できること

を示します。 

- [権利]に何も表示されていない場合は、「管理コンソール」および「ログビューア」

を使用できないことを示します。 
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1.2.3 パスワード変更 

登録されている初期管理者または管理者のパスワードを変更する方法について説明します。 

 

 

 
初期管理者のパスワードを変更し、変更したパスワードを忘れた場合は、データベースの再

作成が必要になります。データベースの再作成については、“Systemwalker Desktop Keeper 

導入手引書”を参照してください。 

 

パスワードを変更する手順は、以下のとおりです。 

 

1. 階層化サービスがインストールされ、初期管理者が登録されている管理サーバで、コマン

ドプロンプトを起動します。 

2. 以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押します。 

makeuser –pw <ユーザ名> <パスワード> 

- <ユーザ名> 

パスワードを変更するユーザ名を入力します。 

- <パスワード> 

変更後のパスワードを入力します。半角で8文字までの英数字および以下の記号

以外が入力できます。 

入力できない記号：「&」「<」「>」「|」「\」「"」「~」「'」「?」「:」 

また、全角および半角の空白は入力できません。 

 

3. 初期管理者「secureadmin」のパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。 

 

1.2.4 権利変更 

登録されている初期管理者または管理者が、「管理コンソール」または「ログビューア」を使

用する権利の変更方法について説明します。 

 

権利を変更する手順は、以下のとおりです。 

 

1. 階層化サービスがインストールされ、初期管理者が登録されている管理サーバで、コマン

ドプロンプトを起動します。 

2. 以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押します。 

makeuser –permission <ユーザ名> <権利コード> 

- <ユーザ名> 

権利を変更するユーザ名を入力します。 

- <権利コード> 

変更後の権利として、以下の数字のどれかを入力します。 

「0」：「管理コンソール」および「ログビューア」は使用できません。 

「1」：「ログビューア」だけ使用できます。 

「2」：「管理コンソール」および[ログビューア]を使用できます。 

 

3. 初期管理者「secureadmin」のパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。 
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1.2.5 削除 

登録されている初期管理者または管理者を削除する方法について説明します。 

 

初期管理者を削除した場合、再度初期管理者を登録するまでは、管理者の登録はできません。

初期管理者の登録については、“1.2.1 登録”の“初期管理者の登録”を参照してください。 

 

初期管理者の削除 

初期管理者を削除する手順は、以下のとおりです。 

 

1. 階層化サービスがインストールされ、初期管理者が登録されている管理サーバで、コマン

ドプロンプトを起動します。 

2. 以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押します。 

makeuser –initialize 
3. 初期管理者「secureadmin」のパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。 

 

管理者の削除 

管理者を削除する手順は、以下のとおりです。 

 

1. 階層化サービスがインストールされ、初期管理者が登録されている管理サーバで、コマン

ドプロンプトを起動します。 

2. 以下のコマンドを入力し、[Enter]キーを押します。 

makeuser –delete <ユーザ名> 

- <ユーザ名> 

削除するユーザ名を入力します。 

 

3. 初期管理者「secureadmin」のパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。 

 

 

 

上記手順2.および手順3.を、以下のコマンドで実行することができます。 

makeuser –delete <ユーザ名> -p <初期管理者パスワード> 
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1.3 抑止 
クライアントのマシンにCTをインストールし、ポリシーを設定することで、管理者はCTのマシ

ンに対して以下の抑止を行うことができます。 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 ファイル持出し抑止 

 印刷抑止 

 PrintScreenキー抑止 

 ログオン抑止 

 アプリケーション起動抑止 

 サービス抑止 

 プロセス抑止 

 

以降では、各抑止について説明します。 

 

 

各抑止を行う場合、必要に応じて“2.2 動作設定”または“2.3 CTグループツリーの構築”

を参照してください。参照する場合は、以下のとおりです。 

 2.2を参照する場合 

― 通信環境を参照／設定する場合や、ポリシーの初期設定を行う場合に参照します。 

 2.3を参照する場合 

― CTをグループ単位で管理する場合に参照します。 

 

1.3.1 ファイル持出し抑止 

ファイル持出し抑止のポリシーを設定することで、CTがインストールされているマシンのドラ

イブ、リムーバブルまたはDVD／CDへのファイルの持出しを抑止することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

抑止されたドライブなどには、設定されたポリシーによって「持出しユーティリティ」を使用

することで、ファイルの持出しを行うことができます。また、持出すときには、暗号化して持出

させることもできます。 

「持出しユーティリティ」については、“第4章 持出しユーティリティの使用方法”を参照し

てください。 
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抑止の流れ 

ファイル持出し抑止の流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、ファイル持出しの抑止対象とするドライブ、リムーバブルまたは

DVD／CDを設定します。また、抑止対象にしたドライブなどに、ファイルを持出すときに

暗号化させるかどうかを設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[ファイル持出し抑止]タブの設定”を参照して

ください。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、ファイル持出し抑止が行われます。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. ファイル持出し操作 

CTでは、ポリシーの設定によって、ファイルの持出しは、以下のパターンになります。 

- 持出しできない 

- 暗号化して持出しできる 

- 暗号化しないで持出しできる 

持出しできる場合は、「持出しユーティリティ」を使用することで、抑止されたドライ

ブなどにファイルを持出すことができます。 

操作は、“4.2 ファイルの持出し”を参照してください。 
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抑止された場合 

抑止対象のドライブなどに、「持出しユーティリティ」を使用しないで、ファイルを持出そう

とした場合、CTのマシンでは抑止画面が表示されます。以下に画面の例を表示します。 

 

 

1.3.2 印刷抑止 

印刷抑止のポリシーを設定することで、CTがインストールされているマシンでは、指定したア

プリケーション以外の印刷を抑止することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

抑止の流れ 

印刷抑止の流れは、以下のとおりです。 
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1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、印刷を許可するアプリケーションを設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[印刷抑止]タブの設定”を参照してください。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、印刷の抑止が行われます。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. 印刷操作 

CTでは、抑止対象となるアプリケーションから印刷を行った場合は抑止されます。なお、

許可されたアプリケーションから印刷は行うことができます。 

 

抑止された場合 

印刷を許可されていないアプリケーションから印刷を行った場合、CTのマシンでは抑止画面が

表示されます。以下に画面の例を表示します。 

 

 

1.3.3 PrintScreenキー抑止 

PrintScreenキー抑止のポリシーを設定することで、CTがインストールされているマシンでは、

キーボードのPrintScreenキーを使用して、画面のハードコピーをとることを抑止することがで

きます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

抑止の流れ 

PrintScreenキー抑止の流れは、以下のとおりです。 
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1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、PrintScreenキーの無効化を設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[印刷抑止]タブの設定”を参照してください。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、PrintScreenキーの抑止が行われます。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. PrintScreenキー操作 

CTでは、PrintScreenキーの使用が抑止されている場合はPrintScreenキーを使用するこ

とができません。なお、抑止されていない場合は使用することができます。 

 

抑止された場合 

PrintScreenキーの使用が抑止されている場合、CTのマシンでは抑止画面が表示されます。以

下に画面の例を表示します。 
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1.3.4 ログオン抑止 

ログオン抑止のポリシーを設定することで、CTがインストールされているマシンでは、ログオ

ンするときに、指定したグループからのログオンを抑止することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

抑止の流れ 

ログオン抑止の流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、ログオンを抑止するグループを設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[ログオン抑止]タブの設定”を参照してくださ

い。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、ログオンの抑止が行われます。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. ログオン操作 

CTでは、抑止対象となるグループでログオンした場合はマシンがログオフまたはシャッ

トダウンされます。なお、抑止されていない場合はマシンを起動することができます。 
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抑止された場合 

抑止対象となっているグループでCTがログオンした場合、CTのマシンでは抑止画面が表示され、

ポリシーの設定によって以下のどちらかの状態になります。以下に画面の例を表示します。 

 マシンがログオフされる 

 

 マシンがシャットダウンされる 

 

 

1.3.5 アプリケーション起動抑止 

アプリケーション起動抑止のポリシーを設定することで、CTがインストールされているマシン

では、指定したアプリケーションの起動を抑止することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 
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抑止の流れ 

アプリケーション起動抑止の流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、起動を抑止するアプリケーションを設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[アプリケーション起動抑止]タブの設定”を参

照してください。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、アプリケーションの起動抑止が行われます。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. アプリケーション起動操作 

CTでは、抑止対象となるアプリケーションを起動した場合は抑止されます。なお、抑止

対象となっていないアプリケーションは起動することができます。 
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抑止された場合 

アプリケーションの起動が抑止されている場合、CTのマシンでは抑止画面が表示されます。以

下に画面の例を表示します。 

 

 

1.3.6 サービス抑止 

CTがインストールされているマシンに登録されているサービスの状態を抑止することができ

ます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

抑止の流れ 

サービス抑止の流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. サービスの抑止操作 
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管理コンソールから、抑止するサービスの状態を設定します。 

操作は、“2.5.2 サービスの制御”を参照してください。 

 

抑止された場合 

サービスの抑止が行われた場合、CTのマシンでは抑止画面が表示され、サービスが停止されま

す。以下に画面の例を表示します。 

 

 

1.3.7 プロセス抑止 

CTがインストールされているマシンに登録されているプロセスの状態を抑止することができ

ます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

抑止の流れ 

プロセス抑止の流れは、以下のとおりです。 
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1. プロセスの抑止操作 

管理コンソールから、抑止するプロセスの状態を設定します。 

操作は、“2.6.2 プロセスの制御”を参照してください。 

 

抑止された場合 

プロセスの抑止が行われた場合、CTのマシンでは抑止画面が表示され、プロセスが強制終了さ

れます。以下に画面の例を表示します。 
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1.4 ログ採取 
クライアントのマシンにCTをインストールし、ポリシーを設定することで、管理者はCTのマシ

ンから以下のログを採取することができます。 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 ファイル持出しログ 

 印刷操作ログ 

 PrintScreenキー抑止ログ 

 ログオン抑止ログ 

 アプリケーション動作ログ 

 メール送信ログ 

 デバイス構成変更ログ 

 コマンドプロンプト操作ログ 

 設定変更ログ 

 

以降では、各ログ採取について説明します。 

 

 

各ログ採取を行う場合、必要に応じて“2.2 動作設定”または“2.3 CTグループツリーの構

築”を参照してください。参照する場合は、以下のとおりです。 

 2.2を参照する場合 

― 通信環境を参照／設定する場合や、ポリシーの初期設定を行う場合に参照します。 

 2.3を参照する場合 

― CTをグループ単位で管理する場合に参照します。 

 

1.4.1 ファイル持出しログ 

ファイル持出し抑止およびログスイッチのポリシーを設定することで、CTで持出しユーティリ

ティを使用してファイルの持出しを行ったときのログを採取することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 
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ログ採取の流れ 

ファイル持出しログ採取までの流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、ファイル持出しの抑止対象とするドライブ、リムーバブルまたは

DVD／CDを設定します。また、抑止対象にしたドライブなどに、ファイルを持出すときに

暗号化させるかどうかを設定します。 

また、ログを採取するためにログスイッチの[ファイル持出しログ]を設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[ファイル持出し抑止]タブの設定”および“[各

種ログスイッチ]タブの設定”を参照してください。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、ファイル持出し抑止およびログの採取が可能な状態になります。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. ファイル持出し操作（持出しユーティリティ使用） 

CTでは、ポリシーの設定によって、ファイルの持出しは、以下のパターンになります。 

- 持出しできない 

- 暗号化して持出しできる 

- 暗号化しないで持出しできる 

持出しできる場合は、「持出しユーティリティ」を使用することで、抑止されたドライ

ブなどにファイルを持出すことができます。 

CTで持出しユーティリティを使用すると、管理サーバにログが採取されます。 

操作は、“4.2 ファイルの持出し”を参照してください。 

4. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.1 ログ一覧”を参照してください。 

 

ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、CTのマシンで持出しユーティリティを使用し、ファイルが持

出されたあとに採取されます。 
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ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 

 

 ファイル持出しログ 

[参照できるログの内容] 

 持出し元のファイル名 

 持出し先のファイル名 

 持出し方法（平文または暗号化） 

 持出し先のドライブレター 

 持出し先のドライブの種別 

 

[ログの表示結果] 

 

 

1.4.2 印刷操作ログ 

印刷操作のログとして、以下のログを採取することができます。 

 印刷操作ログ 

ログスイッチのポリシーを設定することで、CTで印刷アプリケーションを起動したとき

のログを採取することができます。 

 印刷抑止ログ 

印刷抑止およびログスイッチのポリシーを設定することで、CTで印刷が許可されている

アプリケーション以外の印刷があったときのログを採取することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 
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ログ採取の流れ 

印刷操作ログ採取までの流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、印刷を許可するアプリケーションを設定します。 

また、ログを採取するためにログスイッチの[印刷操作ログ]を設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[印刷抑止]タブの設定”および“[各種ログスイ

ッチ]タブの設定”を参照してください。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、印刷の抑止およびログの採取が可能な状態になります。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. 印刷操作 

CTでは、抑止対象となるアプリケーションからの印刷を行った場合は抑止されます。な

お、許可されたアプリケーションからの印刷は行うことができます。 

CTで印刷操作することで、管理サーバにログが採取されます。 

4. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.1 ログ一覧”を参照してください。 

 

ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、以下のとおりです。 

 印刷操作ログ 

CTのマシンで印刷が行われたあとに採取されます。 

 印刷抑止ログ 

CTのマシンで印刷を許可されていないアプリケーションで印刷を行おうとしたあと採

取されます。 
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ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 

 

 印刷操作ログ 

[参照できるログの内容] 

 印刷ファイル名 

 印刷を行ったユーザ名 

 印刷を行ったプリンタ名 

 印刷を行った日付 

 

[ログの表示結果] 

 

 

 印刷抑止ログ 

[参照できるログの内容] 

 抑止した印刷ファイル名 

 抑止したアプリケーション名 

 

[ログの表示結果] 
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1.4.3 PrintScreenキー抑止ログ 

PrintScreenキー抑止のポリシーを設定することで、CTでPrintScreenキーを使用したときのロ

グを採取することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

ログ採取の流れ 

PrintScreenキー抑止ログ採取までの流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、PrintScreenキーの無効化を設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[印刷抑止]タブの設定”を参照してください。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、PrintScreenキーの抑止およびログの採取が可能な状態になります。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. PrintScreenキー操作 

CTでは、PrintScreenキーの使用が抑止されている場合はPrintScreenキーを使用するこ

とができません。なお、抑止されていない場合は使用することができます。 

CTでPrintScreenキーの使用が抑止されることで、管理サーバにログが採取されます。 

4. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.1 ログ一覧”を参照してください。 
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ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、CTのマシンでPrintScreenキーの使用が抑止されている場合

に、PrintScreenキーが使用されたあとに採取されます。 

 

ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 

 

 PrintScreenキー抑止ログ 

[参照できるログの内容] 

 PrintScreenキーが押された情報 

 

[ログの表示結果] 

 

 

1.4.4 ログオン抑止ログ 

ログオン抑止のポリシーを設定することで、CTで抑止されたグループからログオンしたときの

ログを採取することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

ログ採取の流れ 

ログオン抑止ログ採取までの流れは、以下のとおりです。 
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1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、ログオンを抑止するグループを設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[ログオン抑止]タブの設定”を参照してくださ

い。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、ログオンの抑止およびログの採取が可能な状態になります。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. ログオン操作 

CTでは、抑止対象となるグループでログオンした場合はマシンがログオフまたはシャッ

トダウンされます。なお、抑止されていない場合はマシンを起動することができます。 

CTのマシンがログオン抑止されることで、管理サーバにログが採取されます。 

4. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.1 ログ一覧”を参照してください。 

 

ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、ログオン抑止に指定されているユーザグループに属するIDで、

CTのマシンにログオンしたあとに採取されます。 

 

ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 

 

 ログオン抑止ログ 

[参照できるログの内容] 

 抑止したログオンID（ユーザグループ） 

 抑止処理（ログオフまたはシャットダウン） 

 抑止結果（成功または失敗） 

 

[ログの表示結果] 
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1.4.5 アプリケーション動作ログ 

アプリケーション動作のログとして、以下のログを採取することができます。 

 アプリケーション起動ログ 

ログスイッチのポリシーを設定することで、CTでウィンドウを持つアプリケーションを

起動したときのログを採取することができます。なお、ウィンドウを持たないアプリケー

ションの場合、アプリケーション起動ログを採取することはできません。 

 アプリケーション終了ログ 

ログスイッチのポリシーを設定することで、CTでウィンドウを持つアプリケーションを

終了したときのログを採取することができます。なお、ウィンドウを持たないアプリケー

ションの場合、アプリケーション終了ログを採取することはできません。 

 アプリケーション起動抑止ログ 

アプリケーション起動抑止およびログスイッチのポリシーを設定することで、CTで抑止

されているウィンドウを持つアプリケーションを起動したときのログを採取することが

できます。なお、ウィンドウを持たないアプリケーションの場合、アプリケーション起動

抑止ログを採取することはできません。 

 ウィンドウタイトル取得ログ 

ログスイッチのポリシーを設定することで、CTで起動したウィンドウを持つアプリケー

ションで、ウィンドウが表示されたときのログを採取することができます。なお、ウィン

ドウを持たないアプリケーションの場合、ウィンドウタイトル取得ログを採取することは

できません。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 
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ログ採取の流れ 

アプリケーション動作ログ採取までの流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、起動を抑止するアプリケーションを設定します。 

また、ログを採取するためにログスイッチの[アプリケーション動作ログ]を設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[アプリケーション起動抑止]タブの設定”およ

び“[各種ログスイッチ]タブの設定”を参照してください。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、アプリケーションの起動抑止およびログの採取が可能な状態になります。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. アプリケーション操作 

CTでは、抑止対象となるアプリケーションを起動した場合は抑止されます。なお、抑止

対象となっていないアプリケーションは起動することができます。 

CTでアプリケーションを操作することで、管理サーバにログが採取されます。 

4. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.1 ログ一覧”を参照してください。 

 

ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、以下のとおりです。 

 アプリケーション起動ログ 

CTのマシンでウィンドウを持つアプリケーションが起動されたあとに採取されます。 

 アプリケーション終了ログ 

CTのマシンでウィンドウを持つアプリケーションが終了されたあとに採取されます。 

 アプリケーション起動抑止ログ 

CTのマシンでウィンドウを持つアプリケーションが抑止されている場合に、抑止された

アプリケーションが起動されたあとに採取されます。 

 ウィンドウタイトル取得ログ 

CTのマシンでウィンドウを持つアプリケーションがアクティブになったあとに採取さ
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れます。 

 

ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 

 

 アプリケーション起動ログ 

[参照できるログの内容] 

 起動したアプリケーション名 

 

[ログの表示結果] 

 

 

 アプリケーション終了ログ 

[参照できるログの内容] 

 終了したアプリケーション名 

 

[ログの表示結果] 
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 アプリケーション起動抑止ログ 

[参照できるログの内容] 

 抑止したアプリケーション名 

 抑止処理（強制終了） 

 抑止結果（成功または失敗） 

 

[ログの表示結果] 

 

 

 ウィンドウタイトル取得ログ 

[参照できるログの内容] 

 アプリケーションのウィンドウタイトル名 

 起動したアプリケーション名 

 

[ログの表示結果] 
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1.4.6 メール送信ログ 

ログスイッチのポリシーを設定することで、CTでメールを送信したときのログを採取すること

ができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

ログ採取の流れ 

メール送信ログ採取までの流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、ログを採取するためにログスイッチの[メール送信ログ]を設定し

ます。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[各種ログスイッチ]タブの設定”を参照してく
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ださい。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、ログの採取が可能な状態になります。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. メール送信操作 

CTでメール送信の操作を行うことで、管理サーバにログが採取されます。 

4. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.1 ログ一覧”を参照してください。 

 

ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、CTのマシンでメールが送信されたあとに採取されます。 

 

ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 

 

 メール送信ログ 

[参照できるログの内容] 

 メールのタイトル 

 送信元アドレス 

 送信先アドレス 

 

[ログの表示結果] 

 

 

1.4.7 デバイス構成変更ログ 

ログスイッチのポリシーを設定することで、CTでデバイスの構成を変更したときのログを採取

することができます。 
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使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

ログ採取の流れ 

デバイス構成変更ログ採取までの流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、ログを採取するためにログスイッチの[デバイス構成変更ログ]

を設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[各種ログスイッチ]タブの設定”を参照してく

ださい。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、ログの採取が可能な状態になります。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. デバイス構成変更操作 

CTでデバイスの構成を変更することで、管理サーバにログが採取されます。 

4. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.1 ログ一覧”を参照してください。 

 

ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、CTのマシンでドライブレターの変更を伴う記憶デバイスが追

加されたあとに採取されます。 

 

ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 
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 デバイス構成変更ログ 

[参照できるログの内容] 

 ドライブレター 

 ドライブの種別 

 

[ログの表示結果] 

 

 

1.4.8 コマンドプロンプト操作ログ 

ログスイッチのポリシーを設定することで、CTで入力されたコマンドおよびコマンド結果のロ

グを採取することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

ログ採取の流れ 

コマンドプロンプト操作ログ採取までの流れは、以下のとおりです。 
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1. ポリシーの設定 

管理コンソールから、ログを採取するためにログスイッチの[コマンドプロンプト操作

ログ]を設定します。 

設定は、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[各種ログスイッチ]タブの設定”を参照してく

ださい。 

2. ポリシーの反映操作 

管理コンソールから、ポリシーの反映操作を行うことで、設定したポリシーがCTに反映

され、ログの採取が可能な状態になります。 

操作は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

3. コマンドプロンプト操作 

CTのコマンドプロンプトでコマンドを入力することで、管理サーバにログが採取されま

す。 

4. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.2 コマンドプロンプトログ一覧”を参照してください。 

 

ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、CTのマシンでコマンドプロンプトを起動し、何らかのコマン

ドを入力して、コマンドプロンプトが閉じられたあとに採取されます。 

 

ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 

 

 コマンドプロンプト操作ログ 

[参照できるログの内容] 

 CTのマシンのコマンドプロンプトで入力したコマンドおよびコマンドの結果 

 

[ログの表示結果] 
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1.4.9 設定変更ログ 

管理コンソールでCTの設定情報を変更したときのログを採取することができます。 

 

 

 
使用している環境によって、機能が制限される場合があります。留意事項について、“Syste

mwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

ログ採取の流れ 

設定変更ログ採取までの流れは、以下のとおりです。 

 

 

1. CTの設定変更 

管理コンソールから、CTの設定を変更することで、管理サーバにログが採取されます。 

2. ログの参照 

ログビューアから、管理サーバに採取されているログを参照することができます。 

操作は、“3.3.3 設定変更ログ一覧”を参照してください。 
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ログ採取のタイミング 

ログの採取されるタイミングは、管理コンソールでCTの設定情報を変更したあと、管理コンソ

ールでサービスを制御したあと、または管理コンソールでプロセスを制御したあとに採取されま

す。 

 

ログの参照 

参照できるログ、出力結果は以下のとおりです。 

 

 設定変更ログ 

[参照できるログの内容] 

 管理コンソールで変更したCTの設定情報 

 管理コンソールで制御したCTのサービス名および内容（開始、停止、自動、手動、または

無効） 

 管理コンソールで制御したCTのプロセス名 

 

[ログの表示結果] 
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1.5 メール通知 
Systemwalker Desktop KeeperのCTをインストールしたマシンから抑止ログが採取されたこと

を、管理者にメールで通知する方法について説明します。 

なお、CTから抑止ログを採取する方法については、“1.4 ログ採取”を参照してください。 

 

メール通知の手順は、以下のとおりです。 

 

1. 「SWMailSettings.ini」ファイルを修正します。 

なお、「SWMailSettings.ini」ファイルは、サーバサービスをインストールした管理サー

バの、以下のディレクトリ配下に格納されています。 

- Windows Server™ 2003の場合：「C:\Windows」 

- Windows® 2000 Serverの場合：「C:\WINNT」 

キー 値 

MailServer メールサーバ名を入力します。 

256文字まで入力できます。 

MailTo メール送信先（To）のアドレスを入力します。 

256文字まで、または5個までのメールアドレスが入力できます。

複数のメールアドレスを入力する場合は、メールアドレスの間に

セミコロン「;」を入力します。 

MailCC メール送信先（CC）のアドレスを入力します。 

256文字まで、または5個までのメールアドレスが入力できます。

複数のメールアドレスを入力する場合は、メールアドレスの間に

セミコロン「;」を入力します。 

設定しない場合は、先頭に「#」を入力します。 

Sender メール送信者のアドレスを入力します。 

256文字まで入力できます。 

LogLevel メール通知を行う場合に必須となるキーです。以下のどちらかを

入力します。 

 ILLEGAL：メール通知する場合 

 OFF：メール通知しない場合 

AppDeterrentLog CTからアプリケーション起動抑止ログを採取したことについて、

以下のどちらかを入力します。 

 ON：管理者に通知する場合 

 OFF：管理者に通知しない場合 

PrintDeterrentLog CTから印刷抑止ログを採取したことについて、以下のどちらかを

入力します。 

 ON：管理者に通知する場合 

 OFF：管理者に通知しない場合 

LogonDeterrentLog CTからログオン抑止ログを採取したことについて、以下のどちら

かを入力します。 

 ON：管理者に通知する場合 

 OFF：管理者に通知しない場合 

PrctScKeyLog CTからPrintScreenキー抑止ログを採取したことについて、以下の

どちらかを入力します。 

 ON：管理者に通知する場合 

 OFF：管理者に通知しない場合 

 

以下に、「SWMailSettings.ini」ファイルの例を示します。 

#=========================================================== 

# メール送信設定ファイル 

#=========================================================== 

[Address] 

MailServer ="mailserver.com" 

MailTo ="client_a@mail.com" 

#MailCC ="client_b@mail.com";"client_c@mail.com" 
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Sender ="admin@mail.com" 

 

[SendParam] 

LogLevel = OFF 

 

AppDeterrentLog = ON 

PrintDeterrentLog = ON 

LogonDeterrentLog = ON 

PrctScKeyLog = ON 

2. 修正した「SWMailSettings.ini」ファイルをサーバサービスがインストールされている管

理サーバの、以下のディレクトリ配下に格納します。 

- Windows Server™ 2003の場合：「C:\Windows」 

- Windows® 2000 Serverの場合：「C:\WINNT」 

 



 

 

 

 

 

 

第2章 管理コンソールの使用方法 

本章では、Systemwalker Desktop Keeperの管理コンソールの使用方法について説明します。 

 

 

 
管理コンソールを使用する管理サーバには階層化サービスがインストールされている必要が

あります。 

階層化サービスがインストールされていない場合は、“Systemwalker Desktop Keeper 導入

手引書”を参照して、管理サーバに階層化サービスをインストールしてください。 
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2.1 管理コンソール 
管理コンソールとは、グループ単位またはCT単位に制御や動作設定を行うGUIツールです。 

 

以降では、管理コンソールの起動方法および画面構成について説明します。 

 

2.1.1 起動方法 

管理コンソールの起動方法について説明します。 

 

 

 
管理コンソール起動後に、管理コンソールをインストールしたマシンから離れる場合は、不

正なポリシーの設定変更を防止するため、管理コンソールは終了してください。 

 

管理コンソールの起動手順は、以下のとおりです。 

 

1. 管理コンソールをインストールしたマシンの[スタート]メニューから[プログラ

ム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[管理コンソール]-[Desktop Keeper 管理コンソー

ル]を選択します。 

→[管理コンソール認証画面]画面が表示されます。 

 

2. 以下の情報を入力し、[OK]ボタンをクリックします。なお、以下の情報は、“1.2 管理者

の設定”で設定した[ユーザ名]および[パスワード]です。 

- [ログオンID] 

- [パスワード] 

→[管理コンソール]画面が表示されます。 
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2.1.2 画面構成 

[管理コンソール]画面の構成について、以下のことを説明します。 

 画面の呼び方 

 メニューバー／ツールバー 

 

画面の呼び方 

[管理コンソール]画面の呼び方について説明します。 
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 CTグループツリー（画面左） 

作成したCTグループが表示されます。 新のCTグループツリーの情報を確認する場合は、[ツ

リー設定]メニューから[ 新表示]を選択します。 

 

 CTリスト（画面右上） 

CTがインストールされたマシンが表示されます。CTリストに表示されている項目は、以下のと

おりです。 

項目名 説明 

名称 CTに付けることができる名称で、初期値はコンピュータ名です。 

変更する場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

コンピュータ名 CTのコンピュータ名です。 

MACアドレス CTのMACアドレスです。 

組織名 CTのOSに設定されている組織名です。 

所有者名 CTのOSに設定されている所有者名です。 

IPアドレス CTのIPアドレスです。 

サブネットマスク CTのネットワークで設定されているサブネットマスクです。 

OS CTのOS名です。 

CTバージョン インストールされているSystemwalker Desktop KeeperのCTのバージョ

ンです。 

終ログオン日時 CTが 後に管理サーバにログオンした日時です。 

クライアントポリシ

ー更新日時 

CTが管理サーバから 後にポリシーを取得した日時です。 

サーバ（DB）更新日時 CTが取得したポリシーが管理コンソールでデータベースに更新された

日時です。 

DTPID Systemwalker Desktop PatrolのCTの「従業員番号（+）マシン名」です。

Systemwalker Desktop KeeperのCTおよびSystemwalker Desktop Patro

lのCTが同一のマシンにインストールされている場合に表示されます。

備考 CTのポリシー反映時に入力した情報です。 

変更する場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

CTリストの詳細情報を確認する場合は、CTを選択し、ポリシーが表示されている画面で、[

新表示]ボタンをクリックします。 

 

 

 

CTを再インストールした場合、アンインストールする前のCTと同名のCTが作成されます。再

インストールする前のCTの操作ログを参照する必要のない場合は、再インストールする前のC

Tを管理コンソールから削除してください。削除については、“2.3.7 CTの削除”を参照して

ください。 

 

なお、CTリストに表示されている項目は、表示する項目や表示の順序を変更することができま

す。手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. [リスト設定]メニューから[CTリスト表示列設定]を選択します。 

→[CTリスト表示列設定]画面が表示されます。 
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3. CTリストに表示するチェックボックスをチェックします。 

4. CTリストの表示順序を変更する項目を選択し、[上へ]ボタンまたは[下へ]ボタンをクリッ

クします。 

5. すべての操作が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。 

→CTリストの表示項目が変更されます。 

 

 ポリシー、サービス一覧またはプロセス一覧（画面右下） 

メニューバーの選択によって、表示される画面が異なります。 

 

[ポリシーが表示されている画面] 

ポリシーが表示されている画面では、設定項目が表示されます。 
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[サービス一覧が表示されている画面] 

サービス一覧が表示されている画面では、選択したCTのマシンに登録されているサービス情報

が表示されます。 

 

 

[プロセス一覧が表示されている画面] 

プロセス一覧が表示されている画面では、選択したCTのマシンに登録されているプロセス情報

が表示されます。 
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メニューバー／ツールバーについて 

[管理コンソール]画面のメニューバーおよびツールバーについて説明します。 
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メニューバー ツールバー 機能概要 

ファイル 終了 － 管理コンソールを終了します。 

端末情報参照／設定   
ポリシー参照／設定画面を表示し

ます。 

サービス一覧取得／制御  
 

サービス一覧取得／制御画面を表

示します。 
表示 

プロセス一覧取得／制御  
 

プロセス一覧取得／制御画面を表

示します。 

新表示  
 

CTグループツリーの階層状態の

新情報を表示します。 
ツリー設定 

構成反映  
 

CTグループツリーの階層状態を保

存します。 

リスト設定 
CTリスト表示列設定 － CTリストの表示列設定画面を表示

します。 

通信設定 － 通信設定画面を表示します。 

端末初期設定 － 端末初期設定画面を表示します。 
動作設定 

デバッグトレース － デバックトレーススイッチの切り

替えを行います。 

バージョン情報 － 著作権情報およびバージョン情報

を表示します。 
ヘルプ 

オンラインヘルプ   
オンラインマニュアルを表示しま

す。 
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2.2 動作設定 
以降では、運用中の動作の設定について説明します。 

 

2.2.1 通信環境参照／設定 

階層化された管理サーバ間または管理サーバとCT間などの通信で使用するポート番号の参照

や、通信条件の設定方法について説明します。 

 

通信環境の参照および設定する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. [動作設定]メニューから[通信設定]を選択します。 

→[通信設定]画面が表示されます。[ポート番号]で使用しているポート番号が参照でき

ます。 

 

3. 以下の情報を入力し、[設定]ボタンをクリックします。 

項目名 説明 

サーバ間通信タイムアウト値 管理コンソール、ログビューア、階層化サービス、サー

バサービスの間、および上下の階層化サービス間で行わ

れる通信タイムアウト値を入力します。 

推奨値は「300000」です。 小値は「1000」、 大値は

「999999」まで入力できます。 

サーバ間通信リトライ回数 管理コンソール、ログビューア、階層化サービス、サー

バサービスの間、および上下の階層化サービス間で行わ

れる通信リトライ回数を入力します。 

推奨値は「3」です。 小値は「1」、 大値は「9」まで

入力できます。 

CT－サーバ間通信リトライ回数 CT－サーバサービス間の通信エラー時のリトライ回数

を入力します。 

推奨値は「3」です。 小値は「1」、 大値は「9」まで

入力できます。 

同時CT 大接続数 Microsoft® SQL Serverで設定しているワーカースレ

ッド 大数より必ず小さい値、および2000より必ず小さ
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項目名 説明 

い値を入力します。ワーカースレッド 大数の値につい

ては、“Systemwalker Desktop Keeper 導入手引書”を

参照してください。 

なお、 小値は「1」、 大値は「9999」まで入力できま

す。 

4. [スタート]メニューから[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

5. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にし

たあと、1分程度待ってから次の手順を行ってください。 

6. Windowsのサービス画面を表示し、以下の各サービスを選択して、[操作]メニューから[停

止]を選択します。なお、停止するまでに30秒から1分程度かかる場合があります。 

- SWLevelControlService 

- SWServerService 

7. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。 

8. Windowsのサービス画面を表示し、停止した各サービス（「SWLevelControlService」およ

び「SWServerService」）を選択して、[操作]メニューから[開始]を選択します。 

 

2.2.2 ポリシーの初期設定 

ポリシーの初期設定について説明します。 

 

ポリシーを初期設定しておくことで、以下のようになります。 

 初期設定したポリシーが新規に作成したCTグループの初期値となる 

 初期設定したポリシーが新規に追加されたCTのポリシーとして設定および反映される 

初期設定のポリシーが設定されていることは、“2.4.1 ポリシーの設定”を参照して、ポリシ

ーが表示された画面から確認してください。 

 

ポリシーの初期設定手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. [動作設定]メニューから[端末初期設定]を選択します。 

→[端末初期設定]画面が表示されます。 
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3. 各タブについて、“2.4.1 ポリシーの設定”を参照し、情報を設定して、[設定]ボタンを

クリックします。 

 

2.2.3 デバッグトレース設定 

デバッグトレースの設定方法について説明します。 

 

 

 
デバッグトレースの設定は、当社技術者に指定された場合だけ行ってください。 

 

デバッグトレースの設定手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. [動作設定]メニューから[デバッグトレース]を選択します。 

- [デバッグトレース]をチェックした場合 

 

 

- [デバッグトレース]をチェックしない場合 

 

 

3. [スタート]メニューから[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

4. [ローカル エリア接続]を選択し、ローカルエリア接続を無効にします。なお、無効にし

たあと、1分程度待ってから次の手順を行ってください。 

5. Windowsのサービス画面を表示し、以下の各サービスを選択して、[操作]メニューから[停

止]を選択します。なお、停止するまでに30秒から1分程度かかる場合があります。 

- SWLevelControlService 

- SWServerService 

6. 上記各サービス停止後、[ローカル エリア接続]を有効にします。 

7. Windowsのサービス画面を表示し、停止した各サービス（「SWLevelControlService」およ

び「SWServerService」）を選択して、[操作]メニューから[開始]を選択します。 

- [デバッグトレース]をチェックしていた場合 

デバッグトレースが開始され、Cドライブの直下に「fsw21sj0.log」、

「fsw21sj1.log」、「fsw21ej2.log」、「fsw21ej3.log」、および「fsw21ej4.log」の

ファイルが作成されます。 

- [デバッグトレース]をチェックしていない場合 

デバッグトレースが停止されます。 
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2.3 CTグループツリーの構築 
以降では、CTグループツリーに表示されるCTグループの構築について説明します。 

 

2.3.1 CTグループの作成 

CTグループツリーにCTグループを作成する方法について説明します。 

 

CTグループを作成することで、CTグループ配下のCTにポリシーを一括して設定することができ

ます。 

 

CTグループを作成する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーから、グループを作成する上位のグループを選択し、右クリックします。 

→ポップアップメニューが表示されます。 

 

3. 表示されたポップアップメニューから[作成]を選択します。 

→[グループ追加]画面が表示されます。 

 

4. 以下の情報を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 

- [サーバ名] 

- [グループ名] 

半角で40文字（全角で20文字）までの英数字、漢字、ひらがな、およびカタカナ

が入力できます。 

→CTグループツリーに追加したグループが表示されます。 
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5. [ツリー設定]メニューから[構成反映]を選択します。 

→[構成反映]することで、作成したCTグループがデータベースに反映されます。 

 

2.3.2 CTグループの移動 

CTグループツリーに作成されているCTグループを、同一サーバ配下にある、ほかのCTグループ

配下に移動する方法について説明します。 

CTグループを移動する際に、グループに登録されているCTも同時に移動されます。なお、ポリ

シーは、移動する前とかわりません。 

 

CTグループを移動する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーから移動するCTグループを選択します。 

→選択したCTグループが青色で表示されます。 

 

3. 同一サーバ配下の移動先CTグループに、移動するCTグループをドラッグ＆ドロップで移動

します。 

→CTグループが移動されます。 
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 移動したCTグループ配下のCTも同時に移動されます。 

 移動したCTグループおよびCTのポリシーは変更されません。 

 

4. [ツリー設定]メニューから[構成反映]を選択します。 

→[構成反映]することで、移動したCTグループがデータベースに反映されます。 

 

2.3.3 CTグループの削除 

CTグループツリーに作成されているCTグループを削除する方法について説明します。 

 

CTグループを削除する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーから削除するCTグループを選択し、右クリックします。 

→ポップアップメニューが表示されます。 

 

3. 表示されたポップアップメニューから[削除]を選択します。 
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削除するCTグループ配下に、CTグループまたはCTがある場合は削除できません。配下

のCTグループまたはCTをすべて削除する必要があります。 

CTの削除は、“2.3.7 CTの削除”を参照してください。 

4. [ツリー設定]メニューから[構成反映]を選択します。 

→[構成反映]することで、削除したCTグループがデータベースに反映されます。 

 

2.3.4 CTグループ名称の変更 

CTグループツリーに作成されているCTグループの名称を変更する方法について説明します。 

 

CTグループの名称を変更する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーから名称を変更するCTグループを選択します。 

→選択したCTグループが青色で表示されます。 

 

3. [表示]メニューから[端末情報参照／設定]を選択します。 

→ポリシーが表示されている画面になります。 
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4. 以下の情報を入力し、[次回起動時に更新する]ボタンまたは[即時更新を行う]ボタンをク

リックします。なお、各ボタンの詳細については、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照して

ください。 

項目名 説明 

名称 変更後のCTグループの名称を入力します。 

半角で40文字（全角で20文字）までの英数字、漢字、ひらがな、

およびカタカナが入力できます。 

備考 CTグループに関する備考を入力します。 

半角で127文字（全角で63文字）までの英数字、漢字、ひらがな、

およびカタカナが入力できます。 

5. [ツリー設定]メニューから[ 新表示]を選択する、または[ 新表示]ボタンをクリックし

ます。 

→選択したCTグループの名称が変更されます。 

 

2.3.5 CTの追加 

CTリストに新規のCTを追加する方法について説明します。 

 

新規のCTを追加するには、管理対象とするマシンにCTをインストールします。インストール後

にマシンを再起動することで、管理サーバとの通信が開始され、CTリストにCTが追加されます。

CTのインストールについては、“Systemwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してくださ

い。 

なお、新規に追加されたCTは、CTグループツリーの[ルート]グループ配下に登録されます。 

 

2.3.6 CTの移動 

CTリストに表示されているCTを、CTグループツリーのCTグループに移動する方法について説明

します。 

 

CTグループに移動することで、CTグループ配下のCTにポリシーを一括して設定することができ

ます。 

 

CTを移動する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーから、移動するCTが登録されているCTグループを選択します。 

3. CTリストから移動するCTを選択します。 

→選択したCTが青色で表示されます。 

 

4. 移動先CTグループに、移動するCTをドラッグ＆ドロップで移動します。 
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→CTが移動されます。 

 

5. [ツリー設定]メニューから[構成反映]を選択します。 

→[構成反映]することで、移動したCTがデータベースに反映されます。 

 

2.3.7 CTの削除 

CTリストに表示されているCTを削除する方法について説明します。 

 

CTを削除した場合、[管理コンソール]画面には表示されなくなります。表示するには、対象と

なるマシンでCTを再インストールする必要があります。CTのインストールについては、

“Systemwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。 

 

CTを削除する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーから、削除するCTが登録されているCTグループを選択します。 

3. CTリストから削除するCTを選択し、右クリックします。 

→ポップアップメニューが表示されます。 

 

4. 表示されたポップアップメニューから[削除]を選択します。 

→選択したCTが削除されます。 

5. [ツリー設定]メニューから[構成反映]を選択します。 

→[構成反映]することで、削除したCTがデータベースに反映されます。 
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2.4 ポリシーの設定／反映 
CTグループ単位またはCT単位のポリシーの設定および反映する方法について説明します。なお、

3階層のシステム構成の場合は、統合管理サーバに接続する管理コンソールからポリシーの設定

および反映を行ってください。 

 

2.4.1 ポリシーの設定 

CTグループ単位またはCT単位にポリシーを設定する方法について説明します。 

 

 

 
ポリシーを設定した場合でも、使用している環境によって、機能が制限される場合がありま

す。留意事項について、“Systemwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照してください。

 

設定できるポリシーとしては、以下のものがあります。 

 ファイル持出し抑止 

 印刷抑止 

 ログオン抑止 

 アプリケーション起動抑止 

 各種ログスイッチ 

 

ポリシーを設定する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループ単位またはCT単位に設定する場合により、ポリシーが表示されている画面にし

ます。 

- CTグループ単位の設定の場合 

a- CTグループツリーからポリシーを設定するCTグループを選択します。 

→選択したCTグループが青色で表示されます。 

 

b- [表示]メニューから[端末情報参照／設定]を選択します。 

→ポリシーが表示されている画面になります。 



 

2.4 ポリシーの設定／反映 

57 

 

 

 

 

- CT単位の設定の場合 

a- CTグループツリーから、ポリシーを設定するCTが登録されているCTグループ

を選択します。 

b- CTリストからポリシーを設定するCTを選択します。 

→ポリシーが表示されている画面になります。 

 

3. 各タブでポリシーを設定します。 

 

[ファイル持出し抑止]タブの設定 

[ファイル持出し抑止]タブを設定することで、CTがインストールされているマシンのドライブ、

リムーバブルまたはDVD／CDへのファイルの持出しを抑止することができます。 

 

[ファイル持出し抑止]タブの設定手順は、以下のとおりです。 

 

1. [ファイル持出し抑止]タブを選択します。 

→ポリシーが表示されている画面が以下のようになります。 
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項目名 初期値 

ファイル持出し抑止 しない 

抑止ドライブ設定 すべてチェックなし 

2. [ファイル持出し抑止]から、以下の情報を選択します。なお、「持出しユーティリティ」

については、“第4章 持出しユーティリティの使用方法”を参照してください。 

項目名 説明 

する（持出し不

可） 

CTのマシンでは、選択したAからZ、リムーバブルまたはDVD／CDの

抑止が行われます。 

抑止されたマシンからファイルの持出しは、「持出しユーティリ

ティ」を使用しても行うことはできません。 

する（暗号化持出

し可） 

CTのマシンでは、選択したAからZ、リムーバブルまたはDVD／CDの

抑止が行われます。 

抑止されたマシンからファイルの持出しは、「持出しユーティリ

ティ」を使用することで、暗号化された状態で持出すことができ

ます。 

する（通常持出し

可） 

CTのマシンでは、選択したAからZ、リムーバブルまたはDVD／CDの

抑止が行われます。 

抑止されたマシンからファイルの持出しは、「持出しユーティリ

ティ」を使用することで、暗号化されない状態で持出すことがで

きます。 

フ

ァ

イ

ル

持

出

し

抑

止 

しない CTのマシンでは、ファイル持出しの抑止が行われません。 

Systemwalker Desktop Keeperを導入していない場合と同じよう

に、ファイルが持出せます。 

3. [抑止ドライブ設定]から、抑止対象とするドライブをチェックします。 

 

 
 マシンにドライブレターとして認識されたドライブおよびネットワークドライ

ブではないものが対象となります。それ以外のもの（赤外線通信など）またはC

ドライブは抑止の対象外となります。 

  [リムーバブル]とは、ドライブレターとして認識される以下のものになりま

す。 

― フロッピーディスク 

― ハードディスク 

― MO 

― USBメモリ 

― コンパクトフラッシュメモリ 

 Fドライブにリムーバブルが設定されている場合、[リムーバブル]をチェックし
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ていない（抑止対象としない）ときでも、[F]がチェックされている（抑止対象

とする）ときには、Fドライブは抑止対象となります。 

4. ほかのタブでポリシーを設定する場合は、タブを選択して設定します。 

ポリシーの設定が完了した場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照して、ポリシーを反

映します。 

 

[印刷抑止]タブの設定 

[印刷抑止]タブを設定することで、CTがインストールされているマシンでは、指定したアプリ

ケーション以外の印刷の抑止またはキーボードのPrintScreenキーを使用して、画面のハードコ

ピーをとることを抑止することができます。 

 

[印刷抑止]タブの設定手順は、以下のとおりです。 

 

1. [印刷抑止]タブを選択します。 

→ポリシーが表示されている画面が以下のようになります。 

 

項目名 初期値 

印刷抑止 しない 

印刷許可アプリケーション一覧 指定なし 

印刷許可アプリケーションEXE名 指定なし 

備考 指定なし 

PrintScreenキー無効化 しない 

2. [印刷抑止]から、以下の情報を選択します。 

項目名 説明 

する [印刷許可アプリケーション一覧]に表示された以外

のアプリケーションによる印刷が抑止されます。 

印刷抑止 

しない 印刷は抑止されません。 

3. 印刷を許可するアプリケーションを追加、更新または削除します。 

- 「追加」する場合は、以下の情報を入力し、[追加/更新]ボタンをクリックします。 

項目名 説明 

印刷許可アプリケーション

EXE名 

印刷を許可するアプリケーションのEXE名を入力しま

す。 

半角で254文字（全角で127文字）まで入力できます。

備考 アプリケーションの名前やメモ情報などを入力しま

す。 

半角で128文字（全角で64文字）まで入力できます。



 

第2章 管理コンソールの使用方法 

60 

 

 

 

- 「更新」する場合は、[印刷許可アプリケーション一覧]から更新する行を選択し、

以下の情報を修正して、[追加/更新]ボタンをクリックします。 

a- [印刷許可アプリケーションEXE名] 

b- [備考] 

 

- 「削除」する場合は、[印刷許可アプリケーション一覧]から削除する行を選択し、

[削除]ボタンをクリックします。 

 

4. [PrintScreenキー無効化]から、以下の情報を選択します。 

項目名 説明 

する PrintScreenキーの使用が抑止されます。 PrintScreenキ

ー無効化 しない PrintScreenキーの使用は抑止されません。 

5. ほかのタブでポリシーを設定する場合は、タブを選択して設定します。 

ポリシーの設定が完了した場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照して、ポリシーを反

映します。 

 

[ログオン抑止]タブの設定 

[ログオン抑止]タブを設定することで、CTがインストールされているマシンでは、ログオンす

るときに、指定したグループからのログオンを抑止することができます。 

抑止できるグループには以下のものがあります。 

 Administrators 

 Backup Operators 

 Debugger Users 

 Power Users 

 Guests 

 Replicator 

 Users 

 

[ログオン抑止]タブの設定手順は、以下のとおりです。 

 

1. [ログオン抑止]タブを選択します。 

→ポリシーが表示されている画面が以下のようになります。 
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項目名 初期値 

ログオン抑止グループ一覧 指定なし 

ログオン抑止グループ 指定なし 

設定内容 指定なし 

2. ログオンを抑止するグループを追加、更新または削除します。 

- 「追加」する場合は、以下の情報を入力し、[追加/更新]ボタンをクリックします。 

項目名 説明 

ログオン抑止グループ ログオンを抑止するグループをプルダウンメニュー

から選択します。 

各グループの詳細は、Windowsのマニュアルを参照し

てください。 

設定内容 抑止の対象となるグループでログオンした場合、CTの

マシンを「ログオフ」または「シャットダウン」させ

ます。 

なお、Windows Server™ 2003またはWindows® 2000 

Serverの場合、一般権限のユーザに使用させたくない

場合は、「ログオフ」を設定してください。Windows S

erver™ 2003またはWindows® 2000 Serverでは、一般

権限でシャットダウンできません。 

 

- 「更新」する場合は、[ログオン抑止グループ一覧]から更新する行を選択し、以下

の情報を修正して、[追加/更新]ボタンをクリックします。 

a- [ログオン抑止グループ] 

b- [設定内容] 

 

- 「削除」する場合は、[ログオン抑止グループ一覧]から削除する行を選択し、[削

除]ボタンをクリックします。 

 

3. ほかのタブでポリシーを設定する場合は、タブを選択して設定します。 

ポリシーの設定が完了した場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照して、ポリシーを反

映します。 

 

[アプリケーション起動抑止]タブの設定 

[アプリケーション起動抑止]タブを設定することで、CTがインストールされているマシンでは、

指定したアプリケーションの起動を抑止することができます。 

 

[アプリケーション起動抑止]タブの設定手順は、以下のとおりです。 

 

1. [アプリケーション起動抑止]タブを選択します。 

→ポリシーが表示されている画面が以下のようになります。 
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項目名 初期値 

起動抑止アプリケーション名一覧 指定なし 

起動抑止アプリケーションEXE名 指定なし 

備考 指定なし 

2. 起動抑止するアプリケーションを追加、更新または削除します。 

- 「追加」する場合は、以下の情報を入力し、[追加/更新]ボタンをクリックします。 

項目名 説明 

起動抑止アプリケーション

EXE名 

起動抑止するアプリケーションのEXE名を入力しま

す。 

半角で254文字（全角で127文字）まで入力できます。

備考 アプリケーションの名前やメモ情報などを入力しま

す。 

半角で128文字（全角で64文字）まで入力できます。

 

- 「更新」する場合は、[起動抑止アプリケーション名一覧]から更新する行を選択し、

以下の情報を修正して、[追加/更新]ボタンをクリックします。 

a- [起動抑止アプリケーションEXE名] 

b- [備考] 

 

- 「削除」する場合は、[起動抑止アプリケーション名一覧]から削除する行を選択し、

[削除]ボタンをクリックします。 

 

3. ほかのタブでポリシーを設定する場合は、タブを選択して設定します。 

ポリシーの設定が完了した場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照して、ポリシーを反

映します。 

 

[各種ログスイッチ]タブの設定 

[各種ログスイッチ]タブを設定することで、CTのマシンでの操作ログを採取することができま

す。 

 

[各種ログスイッチ]タブの設定手順は、以下のとおりです。 

 

1. [各種ログスイッチ]タブを選択します。 
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→ポリシーが表示されている画面が以下のようになります。 

 

項目名 初期値 

アプリケーション動作ログ する 

メール送信ログ する 

コマンドプロンプト操作ログ する 

デバイス構成変更ログ する 

印刷操作ログ する 

ファイル持出しログ する 

2. 以下の情報を選択します。 

項目名 説明 

する アプリケーション動作ログが記録されます。 アプリケーション動作ログ 

しない アプリケーション動作ログは記録されません。 

する メール送信ログが記録されます。 メール送信ログ 

しない メール送信ログは記録されません。 

する コマンドプロンプトで入力されたコマンドおよ

びコマンド結果のログが記録されます。 

コマンドプロンプト操作ログ

しない コマンドプロンプトで入力されたコマンドおよ

びコマンド結果のログは記録されません。 

する デバイス構成の変更ログが記録されます。 デバイス構成変更ログ 

しない デバイス構成の変更ログは記録されません。 

する 印刷の操作ログが記録されます。 印刷操作ログ 

しない 印刷の操作ログは記録されません。 

する 持出しユーティリティを使用してファイルの持

出しを行ったときのログが記録されます。 

ファイル持出しログ 

しない 持出しユーティリティを使用してファイルの持

出しを行ったときのログは記録されません。 

3. ほかのタブでポリシーを設定する場合は、タブを選択して設定します。 

ポリシーの設定が完了した場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照して、ポリシーを反

映します。 

 

2.4.2 ポリシーの反映 

設定したポリシーを反映する方法として“2.4.1 ポリシーの設定”からの操作の続きとして、

[管理コンソール]画面の右下にポリシーが表示されている画面から説明します。 

 

以下には、各タブでポリシーの設定が完了し、[ファイル持出し抑止]タブを選択している画面
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を表示します。ポリシーの設定が完了していない場合は、“2.4.1 ポリシーの設定”を参照して、

ポリシーを設定してください。 

 

 

[名称]および[備考]の入力 

ポリシーを反映する前に、[名称]および[備考]を入力しておくことで、CTグループ単位または

CT単位の情報を更新することができます。 

 CTグループ単位にポリシーを設定した場合 

“2.4.1 ポリシーの設定”でCTグループ単位にポリシーを設定した場合で、CTグループ

ツリーに表示されているCTグループの名称を変更する場合に入力します。詳細は、“2.3.4 

CTグループ名称の変更”を参照してください。 

 CT単位にポリシーを設定した場合 

“2.4.1 ポリシーの設定”でCT単位にポリシーを設定した場合で、CTリストに表示され

ている[名称]および[備考]を変更する場合に入力します。 

項目名 説明 

名称 CTリストに表示されている[名称]を変更する場合に入力します。 

ポリシーが反映されるとCTリストに表示されている[名称]が変更されま

す。 

半角で40文字（全角で20文字）までの英数字、漢字、ひらがな、およびカ

タカナが入力できます。 

備考 CTリストに表示されている[備考]を変更する場合に入力します。 

ポリシーが反映されるとCTリストに表示されている[備考]が変更されま

す。 

半角で127文字（全角で63文字）までの英数字、漢字、ひらがな、および

カタカナが入力できます。 

 



 

2.4 ポリシーの設定／反映 

65 

 

 

ポリシーの反映操作 

上記の[名称]および[備考]の入力後、以下のどちらかのボタンで、ポリシーを反映します。 

 [次回起動時に更新する]ボタンをクリックする場合 

- CTグループ単位またはCT単位にポリシーを設定し、[次回起動時に更新する]ボタン

をクリックする場合、各タブのポリシーがデータベースに反映されます。ただし、

稼働しているCTおよび稼働していないCTには、ポリシーは反映されません。次回の

CT起動時に 新のポリシーが反映されます。 

- CT単位のポリシーは、CTグループ単位のポリシーに上書きされます。ただし、CT単

位の[名称]および[備考]は、CTグループ単位の[名称]および[備考]に上書きされま

せん。 

 

 [即時更新を行う]ボタンをクリックする場合 

- CTグループ単位またはCT単位にポリシーを設定し、[即時更新を行う]ボタンをクリ

ックする場合、各タブのポリシーがデータベースに反映され、稼働しているCTにも

反映されます。稼働していないCTには、次回のCT起動時に 新のポリシーが反映さ

れます。 

- CT単位のポリシーは、CTグループ単位のポリシーに上書きされます。ただし、CT単

位の[名称]および[備考]は、CTグループ単位の[名称]および[備考]に上書きされま

せん。 

 

 

管理サーバと接続されていないCTとの接続タイムアウト時間は、CT1台につき5秒です。

また、ネットワーク環境にも依存しますが、管理サーバと接続されているCTについて

は、CT1台につき1秒程度です。 

そのため、グループに対して即時更新を行う場合など、ポリシーの設定対象とするCT

数が多いときは、[次回起動時に更新する]ボタンをクリックする運用を推奨します。

 

上記操作後、[ツリー設定]メニューから[ 新表示]を選択する、または[ 新表示]ボタンをク

リックすることで、[名称]および[備考]に入力した情報が、[管理コンソール]画面上に反映され

ます。 

 

2.4.3 CT単位のポリシーのコピー 

すでにCTに設定されているポリシーを、ほかのCTにコピーする方法について説明します。 

 

このポリシーのコピーを利用することで、同じポリシーをほかのCTに設定することができます。 

 

CT単位のポリシーのコピー手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーから、コピー元となるCTが登録されているCTグループを選択します。 

3. CTリストからコピー元となるCTを選択し、右クリックします。 

→ポップアップメニューが表示されます。 
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4. 表示されたポップアップメニューから[コピー]を選択します。 

5. CTグループツリーから、コピー先となるCTが登録されているCTグループを選択します。 

6. CTリストからコピー先となるCTを選択し、右クリックします。 

→ポップアップメニューが表示されます。 

 

7. 表示されたポップアップメニューから[貼り付け]を選択します。 

8. ポリシーを反映します。ポリシーの反映は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してくださ

い。 
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2.5 サービス一覧参照／制御 
以降では、CTのマシンに登録されているサービスの参照および制御について説明します。 

 

2.5.1 サービス一覧の参照 

CTに登録されているサービスの一覧を参照する方法について説明します。 

 

サービス一覧の参照手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーからサービスの一覧を参照するCTが登録されているCTグループを選択

します。 

→選択したCTグループが青色で表示されます。 

 

3. CTリストからサービスの一覧を参照するCTを選択し、[表示]メニューから[サービス一覧

取得／制御]を選択します。 

→サービス一覧が表示されている画面になります。 
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4. [一覧取得]ボタンをクリックします。 

→選択したCTに登録されているサービスの一覧が表示されます。 

 

項目名 説明 

サービス名 CTに登録されているサービス名が表示されます。サービス名とは、

Windowsのサービスを表示し、各項目のプロパティを表示したとき
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項目名 説明 

の情報です。 

状態 CTに登録されているサービスの状態が表示されます。 

スタートアップ スタートアップの種類として、「自動」、「手動」または「無効」が

表示されます。 

設定値 “2.5.2 サービスの制御”でサービスの制御を行った場合に、選

択した設定値が表示されます。設定値は、「開始」、「停止」、「自

動」、「手動」または「無効」となります。 

 

2.5.2 サービスの制御 

CTに登録されているサービスの状態およびスタートアップの種類を変更する方法について説

明します。 

 

サービスの制御手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーからサービスを制御するCTが登録されているCTグループを選択します。 

→選択したCTグループが青色で表示されます。 

 

3. CTリストからサービスを制御するCTを選択し、[表示]メニューから[サービス一覧取得／

制御]を選択します。 

→サービス一覧が表示されている画面になります。 
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4. [一覧取得]ボタンをクリックします。 

→選択したCTに登録されているサービスが表示されます。 

 

5. [サービス一覧]から状態を変更する行を選択します。 

→選択した行が青色で表示されます。 
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6. [設定値]をプルダウンメニューから選択して、[設定]ボタンをクリックします。 

→[設定値]のプルダウンメニューで選択した値が表示されます。 

 

7. [実行]ボタンをクリックします。 

→設定された状態がCTに反映されます。 
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CTにおいて、手動で状態やスタートアップの種別を変更できないサービスは、本機能

を使用しても状態やスタートアップの種別を変更することはできません。 
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2.6 プロセス一覧参照／制御 
以降では、CTのマシンに登録されているプロセスの参照および制御について説明します。 

 

2.6.1 プロセス一覧の参照 

CTに登録されているプロセスの一覧を参照する方法について説明します。 

 

プロセス一覧の参照手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーからプロセスの一覧を参照するCTが登録されているCTグループを選択

します。 

→選択したCTグループが青色で表示されます。 

 

3. CTリストからプロセスを参照するCTを選択し、[表示]メニューから[プロセス一覧取得／

制御]を選択します。 

→プロセス一覧が表示されている画面になります。 
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4. [一覧取得]ボタンをクリックします。 

→選択したCTに登録されているプロセスの一覧が表示されます。 

 

 
Windowsシステム関係のプロセスは一部取得できないものがあります。 

例：SystemIdle process、system 
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項目名 説明 

プロセスID プロセスIDが表示されます。 

プロセス名 プロセスの実行名が表示されます。 

CPU時間 プロセスの稼働時間が表示されます。 

設定値 “2.6.2 プロセスの制御”でプロセスの制御を行った場合に、状

態が表示されます。状態は、「終了」が表示されます。 

 

2.6.2 プロセスの制御 

CTに登録されているプロセスを終了させる方法について説明します。 

 

プロセスの制御手順は、以下のとおりです。 

 

1. [管理コンソール]画面を起動します。 

2. CTグループツリーからプロセスを制御するCTが登録されているCTグループを選択します。 

→選択したCTグループが青色で表示されます。 

 

3. CTリストからプロセスを制御するCTを選択し、[表示]メニューから[プロセス一覧取得／

制御]を選択します。 

→プロセス一覧が表示されている画面になります。 
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4. [一覧取得]ボタンをクリックします。 

→選択したCTに登録されているプロセスの一覧が表示されます。 

 

 
Windowsシステム関係のプロセスは一部取得できないものがあります。 

例：SystemIdle process、system 

 

5. [プロセス一覧]から状態を「終了」する行を選択します。 
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→選択した行が青色で表示されます。 

 

6. 選択した行をダブルクリックします。 

→[設定値]に「終了」が表示されます。 

 

7. [実行]ボタンをクリックします。 

→プロセスの終了がCTに反映されます。 
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プロセスによっては、終了できない場合があります。 

 



 

 

 

 

 

 

第3章 ログビューアの使用方法 

本章では、Systemwalker Desktop Keeperのログビューアの使用方法について説明します。 

 

 

 
ログビューアを使用する管理サーバには階層化サービスがインストールされている必要があ

ります。 

階層化サービスがインストールされていない場合は、“Systemwalker Desktop Keeper 導入

手引書”を参照して、管理サーバに階層化サービスをインストールしてください。 
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3.1 ログビューア 
ログビューアとは、管理コンソールからポリシーとして[各種ログスイッチ]タブを設定するこ

とで採取された、CTのマシンでの操作ログを表示するGUIツールです。 

[各種ログスイッチ]タブの設定については、“2.4.1 ポリシーの設定”の“[各種ログスイッチ]

タブの設定”を参照してください。 

 

以降では、ログビューアの起動方法および画面構成について説明します。 

 

3.1.1 起動方法 

ログビューアの起動方法について説明します。 

 

ログビューアの起動手順は、以下のとおりです。 

 

1. ログビューアをインストールしたマシンの[スタート]メニューから[プログラ

ム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[ログビューア]-[Desktop Keeper ログビューア]

を選択します。 

→[ログビューア認証画面]画面が表示されます。 

 

2. 以下の情報を入力し、[OK]ボタンをクリックします。なお、以下の情報は、“1.2 管理者

の設定”で設定した[ユーザ名]および[パスワード]です。 

- [接続先サーバ名] 

- [ログオンID] 

- [パスワード] 

→[ログビューア]画面が表示されます。表示された[ログビューア]画面では、起動した

ログビューアが接続した、階層化サービスがインストールされているサーバをトップとし

て、その配下のCTグループおよびCTが表示されます。 
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3.1.2 画面構成 

[ログビューア]画面の構成について、以下のことを説明します。 

 画面の呼び方 

 メニューバー／ツールバー 

 

画面の呼び方 

[ログビューア]画面の呼び方について説明します。 
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 階層構成ツリー（画面左） 

管理コンソールで構築されたCTグループおよびCTが表示されます。 

 

 

 

CTを再インストールした場合、アンインストールする前のCTと同名のCTが作成されます。再

インストールする前のCTの操作ログを参照する必要のない場合は、再インストールする前のC

Tを管理コンソールから削除してください。削除については、“2.3.7 CTの削除”を参照して

ください。 

 

 ログ一覧、コマンドプロンプトログ一覧または設定変更ログ一覧（画面右） 

メニューバーの選択によって、表示される画面が異なります。 

 

[ログ一覧が表示されている画面] 

ログ一覧が表示されている画面では、CTグループまたはCTのログ情報を検索する項目や検索し

た結果が表示されます。 
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[コマンドプロンプトログ一覧が表示されている画面] 

コマンドプロンプトログ一覧が表示されている画面では、CTグループまたはCTのコマンドプロ

ンプトログ情報を検索する項目や検索した結果が表示されます。 

 

 

[設定変更ログ一覧が表示されている画面] 

設定変更ログ一覧が表示されている画面では、CTグループまたはCTの設定変更ログ情報を検索

する項目や検索した結果が表示されます。 
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メニューバー／ツールバーについて 

[ログビューア]画面のメニューバーおよびツールバーについて説明します。 

 



 

3.1 ログビューア 

85 

 

 

 

メニューバー ツールバー 機能概要 

ファイル 終了 － ログビューアを終了します。 

ツリー設定 
最新表示 

 
階層構成ツリーの階層状態の最新

情報を表示します。 

ログ一覧表示 

 

階層構成ツリーで選択されているC

TグループまたはCTのログ一覧画面

を表示します。 

コマンドプロンプトログ

一覧表示  
階層構成ツリーで選択されているC

TグループまたはCTのコマンドプロ

ンプトログ一覧画面を表示します。

表示 

設定変更ログ一覧表示 

 

階層構成ツリーで選択されているC

TグループまたはCTの設定変更ログ

一覧画面を表示します。 

バージョン情報 － 著作権情報およびバージョン情報

を表示します。 
ヘルプ 

オンラインヘルプ 
 

オンラインマニュアルを表示しま

す。 
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3.2 参照可能なログの種類 
ログビューアで参照可能なログについて説明します。 

 

ログビューアで参照可能なログは、以下の表の[ログの種類]列に示すとおりです。これらのロ

グは[表示画面]列に示すとおり、ログ一覧、コマンドプロンプトログ一覧または設定変更ログ一

覧を表示し、検索することで参照することができます。ログの参照方法は、“3.3 ログの参照”

を参照してください。 

 

なお、これらのログをログビューアで参照するには、[事前設定]列に示すとおり、管理コンソ

ールでポリシーの設定が行われ、反映されている必要があります。 

ポリシーの設定は“2.4.1 ポリシーの設定”を、ポリシーの反映は“2.4.2 ポリシーの反映”

を参照してください。 

 

ログの種類 ログの説明 表示画面 事前設定 

アプリケーシ

ョン起動ログ 

CTでアプリケーションを起動

したときのログです。 

ログ一覧  [各種ログスイッチ]タ

ブの[アプリケーション

動作ログ] 

アプリケーシ

ョン終了ログ 

CTでアプリケーションを終了

したときのログです。 

ログ一覧  [各種ログスイッチ]タ

ブの[アプリケーション

動作ログ] 

アプリケーシ

ョン起動抑止

ログ 

CTで抑止されているアプリケ

ーションを起動したときのロ

グです。 

ログ一覧  [アプリケーション起動

抑止]タブの[起動抑止

アプリケーション名一

覧] 

 [各種ログスイッチ]タ

ブの[アプリケーション

動作ログ] 

ウィンドウタ

イトル取得ロ

グ 

CTで起動したアプリケーショ

ンが、ウィンドウで表示された

ときのログです。 

ログ一覧  [各種ログスイッチ]タ

ブの[アプリケーション

動作ログ] 

メール送信ロ

グ 

CTでメールを送信したきのロ

グです。 

ログ一覧  [各種ログスイッチ]タ

ブの[メール送信ログ] 

デバイス構成

変更ログ 

CTでデバイスの構成を変更し

たときのログです。 

ログ一覧  [各種ログスイッチ]タ

ブの[デバイス構成変更

ログ] 

印刷操作ログ CTで印刷アプリケーションを

起動したときのログです。 

ログ一覧  [各種ログスイッチ]タ

ブの[印刷操作ログ] 

印刷抑止ログ CTで印刷が許可されているア

プリケーション以外の印刷が

あったときのログです。 

ログ一覧  [印刷抑止]タブの[印刷

抑止] 

 [各種ログスイッチ]タ

ブの[印刷操作ログ] 

ログオン抑止

ログ 

CTで抑止されたグループから

ログオンしたときのログです。

ログ一覧  [ログオン抑止]タブの

[ログオン抑止グループ

一覧] 

ファイル持出

しログ 

CTで持出しユーティリティを

使用してファイルの持出しを

行ったときのログです。 

ログ一覧  [ファイル持出し抑止]

タブの[ファイル持出し

抑止] 

 [各種ログスイッチ]タ

ブの[ファイル持出しロ

グ] 

PrintScreenキ

ー抑止ログ 

PrintScreenキーが抑止されて

いるときに、CTでPrintScreen

キーを使用したときのログで

す。 

ログ一覧  [ 印 刷 抑 止 ] タ ブ の

[PrintScreen キー無効

化] 

コマンドプロ CTで入力されたコマンドおよ コマンドプ  [各種ログスイッチ]タ
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ログの種類 ログの説明 表示画面 事前設定 

ンプトログ びコマンド結果のログです。 ロンプトロ

グ一覧 

ブの[コマンドプロンプ

ト操作ログ] 

設定変更ログ 管理コンソールでCTの設定情

報を変更したときのログです。

設定変更ロ

グ一覧 

ポリシーの設定の必要はあり

ません。 
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3.3 ログの参照 
CTから採取されたログをログビューアで参照する方法について説明します。 

 

3.3.1 ログ一覧 

ログビューアでログ一覧を表示して、CTから採取されたログを参照する方法について説明しま

す。 

 

ログ一覧から参照する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [ログビューア]画面を起動します。 

2. 階層構成ツリーからログを参照するCTグループまたはCTを選択します。 

→選択したCTグループまたはCTが青色で表示されます。 

3. [表示]メニューから[ログ一覧表示]を選択します。 

→ログ一覧が表示されている画面になります。 

 

4. 以下の情報を、検索の行いたい条件に応じて入力します。 

項目名 説明 

検索範囲 期間の範囲を指定した検索が行えます。[検索範囲]の開始および終了を空

白にすると、すべての期間が検索対象になります。 

詳細検索 上記の[検索範囲]を、さらに詳細に検索する場合に[指定する]をチェック

して、[曜日帯]および[時間帯]をチェックします。 

 [曜日帯]の指定は、複数の曜日のうち、1つ以上の曜日を含む「OR検

索」となります 

 [時間帯]の指定は、複数の時間のうち、1つ以上の時間を含む「OR検

索」となります 

 [曜日帯]および[時間帯]の指定は、複数の条件をすべて含む「AND検

索」となります 

キーワード ログのキーワードによる検索が行えます。なお、キーワード検索は、キー

ワードとキーワードの間に半角または全角の空白を入力することで、指定

された複数のキーワードのうち、1つ以上のキーワードを含む「OR検索」と

なります。 

種別 [ログ一覧]に表示するログの種類が選択できます。ログの種類については、

“3.2 参照可能なログの種類”を参照してください。 

区分 ポリシーの設定で、認められた操作または認められていない操作かを選択

することができます。認められた操作を検索する場合は[正規]、認められ

ていない操作を検索する場合は[違反]を選択します。[全て]を選択すると、

[正規]および[違反]を選択したことになります。 
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なお、検索結果の件数が10000件をこえる場合、以下の画面が表示されます。[OK]ボタ

ンをクリックすると、データ取得を行い、[キャンセル]ボタンをクリックすると検索を中

止します。この画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックし、検索条件を

見直したあとで、再度検索することを推奨します。 

 

5. [検索]ボタンをクリックします。 

→入力した検索条件に応じて[ログ一覧]にログが表示されます。 

 

項目名 説明 

名称 CTに付けることができる名称で、初期値はコンピュータ名です。

変更する場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。

発生日時 ログが採取された年月日および時刻です。 

ユーザID CTのログオンユーザIDです。 

ドメイン名 ドメインにログオン時はCTのドメイン名です。ローカルコンピュ

ータにログオン時はCTのコンピュータ名です。ただし、Windows® 

98およびWindows MEの場合は空欄です。 

種別 ログの種別（種類）です。 

区分 ポリシーの設定で、認められた操作の場合は[正規]、認められて

いない操作の場合は[違反]です。 

内容 ログの内容です。 

6. さらに以下のことが行えます。各手順については、下記を参照してください。 

- CT単位でログを参照する 

- [ログ一覧]の表示内容をCSVファイルに出力する 
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CT単位でログを参照する 

1. 上記手順6.で[CT一覧]ボタンをクリックします。 

→[CT一覧]画面が表示されます。 

 

項目名 説明 

名称 CTに付けることができる名称で、初期値はコンピュータ名です。

変更する場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

件数 検索されたCTのログの件数です。 

コンピュータ名 CTのコンピュータ名です。 

MACアドレス CTのMACアドレスです。 

IPアドレス CTのIPアドレスです。 

OS CTのOS名です。 

CTバージョン インストールされているSystemwalker Desktop KeeperのCTのバ

ージョンです。 

DTPID Systemwalker Desktop PatrolのCTの「従業員番号（+）マシン名」

です。 

Systemwalker Desktop KeeperのCTおよびSystemwalker Desktop 

PatrolのCTが同一のマシンにインストールされている場合に表

示されます。 

組織名 CTのOSに設定されている組織名です。 

所有者名 CTのOSに設定されている所有者名です。 

サブネットマスク CTのネットワークで設定されているサブネットマスクです。 

最終ログオン日時 CTが最後に管理サーバにログオンした日時です。 

クライアントポリ

シー更新日時 

CTが管理サーバから最後にポリシーを取得した日時です。 

サーバ（DB）更新

日時 

CTが取得したポリシーが管理コンソールでデータベースに更新

された日時です。 

備考 CTのポリシー反映時に入力した情報です。 

変更する場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

2. ログを参照するCTを選択します。 

→選択したCTのログだけが[ログ一覧]に表示されます。 
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[ログ一覧]の表示内容をCSVファイルに出力する 

1. [ログ一覧]にCSVファイルに出力するログが表示されている状態で、[CSV出力]ボタンをク

リックします。 

2. 保存するフォルダを選択し、ファイル名を入力して、[保存]ボタンをクリックします。 

→[ログビューア]画面が表示されます。 

 

3. [OK]ボタンをクリックします。 

 

3.3.2 コマンドプロンプトログ一覧 

ログビューアでコマンドプロンプトログ一覧を表示して、CTから採取されたコマンドプロンプ

トログを参照する方法について説明します。 

 

コマンドプロンプトログ一覧から参照する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [ログビューア]画面を起動します。 

2. 階層構成ツリーからコマンドプロンプトログを参照するCTグループまたはCTを選択しま

す。 

→選択したCTグループまたはCTが反転して表示されます。 

3. [表示]メニューから[コマンドプロンプトログ一覧表示]を選択します。 

→コマンドプロンプトログ一覧が表示されている画面になります。 

 

4. 以下の情報を、検索の行いたい条件に応じて入力します。 
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項目名 説明 

検索範囲 期間の範囲を指定した検索が行えます。[検索範囲]の開始および終了を空

白にすると、すべての期間が検索対象になります。 

5. [検索]ボタンをクリックします。 

→入力した検索条件に応じて[セッション一覧]にコマンドプロンプトログのリストが

表示されます。 

 

項目名 説明 

名称 CTに付けることができる名称で、初期値はコンピュータ名です。 

変更する場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

発生日時 ログが採取された年月日および時刻です。 

セッションID CTのコマンドプロンプトで実行されたコマンドおよびコマンドからの

結果を表すIDです。 

詳細 CTのコマンドプロンプトで実行されたコマンドおよびコマンドからの

結果です。 

6. [セッションID]を選択します。 

→セッションIDに対応するコマンドプロンプトログが表示されます。コマンドプロンプ

トログの行末に「・」が表示される場合がありますが、これは改行コードを表します。 
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7. さらに以下のことが行えます。手順については、下記を参照してください。 

- CT単位でコマンドプロンプトログを参照する 

 

CT単位でコマンドプロンプトログを参照する 

1. 上記手順7.で[CT一覧]ボタンをクリックします。 

→[CT一覧]画面が表示されます。 

 

項目名 説明 

名称 CTに付けることができる名称で、初期値はコンピュータ名です。

変更する場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

件数 検索されたCTのログの件数です。 

コンピュータ名 CTのコンピュータ名です。 

MACアドレス CTのMACアドレスです。 

IPアドレス CTのIPアドレスです。 

OS CTのOS名です。 

CTバージョン インストールされているSystemwalker Desktop KeeperのCTのバ

ージョンです。 

DTPID Systemwalker Desktop PatrolのCTの「従業員番号（+）マシン名」

です。 

Systemwalker Desktop KeeperのCTおよびSystemwalker Desktop 
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項目名 説明 

PatrolのCTが同一のマシンにインストールされている場合に表

示されます。 

組織名 CTのOSに設定されている組織名です。 

所有者名 CTのOSに設定されている所有者名です。 

サブネットマスク CTのネットワークで設定されているサブネットマスクです。 

最終ログオン日時 CTが最後に管理サーバにログオンした日時です。 

クライアントポリ

シー更新日時 

CTが管理サーバから最後にポリシーを取得した日時です。 

サーバ（DB）更新

日時 

CTが取得したポリシーが管理コンソールでデータベースに更新

された日時です。 

備考 CTのポリシー反映時に入力した情報です。 

変更する場合は、“2.4.2 ポリシーの反映”を参照してください。 

2. コマンドプロンプトログを参照するCTを選択します。 

→選択したCTだけが表示されます。 

 

3. [セッションID]を選択します。 

→セッションIDに対応するコマンドプロンプトログが表示されます。 

 

3.3.3 設定変更ログ一覧 

ログビューアで設定変更ログ一覧を表示して、管理コンソールでCTの設定情報を変更したとき

のログを参照する方法について説明します。 

 

設定変更ログ一覧から参照する手順は、以下のとおりです。 

 

1. [ログビューア]画面を起動します。 

2. 階層構成ツリーから設定変更ログを参照するCTグループまたはCTを選択します。 

→選択したCTグループまたはCTが青色で表示されます。 

3. [表示]メニューから[設定変更ログ一覧表示]を選択します。 

→設定変更ログ一覧が表示されている画面になります。 
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項目名 説明 

変更年月日 設定が変更された年月日です。 

名称 CTに付けることができる名称で、初期値はコンピュータ名です。 

設定者 管理コンソールにログオンして、設定を変更した人のログオンIDです。 

変更年月日

時刻 

設定が変更された年月日および時刻です。 

設定種別 設定変更の種別（種類）として、以下が表示されます。 

 端末設定：CTのポリシーを変更した記録です。 

 階層構成設定：CTグループツリーでCTを移動したなど、CTグループ

ツリーの変更の記録です。 

 サービス制御：CTのサービスを抑止した記録です。 

 プロセス制御：CTのプロセスを抑止した記録です。 

内容 設定変更ログの内容です。 

4. [検索]ボタンをクリックします。 

→設定変更ログが表示されます。 
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5. 設定変更ログを参照するCTをクリックします。 

→設定変更された内容が表示されます。 

6. さらに以下のことが行えます。手順については、下記を参照してください。 

- 設定変更ログの表示内容をCSVファイルに出力する 

 

設定変更ログの表示内容をCSVファイルに出力する 

1. 設定変更ログ一覧にCSVファイルに出力する設定変更ログが表示されている状態で、[CSV

出力]ボタンをクリックします。 

2. 保存するフォルダを選択し、ファイル名を入力して、[保存]ボタンをクリックします。 

→[ログビューア]画面が表示されます。 

 

3. [OK]ボタンをクリックします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

第4章 持出しユーティリティの使用方法 

本章では、Systemwalker Desktop Keeperの持出しユーティリティの使用方法について説明し

ます。 
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4.1 持出しユーティリティ 
持出しユーティリティとは、Systemwalker Desktop KeeperのCTをインストールしたマシンの

ドライブなどから、抑止されたリムーバブルなどにファイルやフォルダを持出す際に使用する

GUIツールです。 

 

Systemwalker Desktop KeeperのCTをインストールしたマシンでは、ポリシーの設定によって、

ファイルやフォルダの持出しが制限されている場合があり、エクスプローラなどからファイルや

フォルダを持出すことができません。 

そのため、ファイルやフォルダを持出す場合は、持出しユーティリティを使用する必要があり

ます。 

 

持出しユーティリティを使用することで、ファイルやフォルダの持出しが制限されている場合

でも、抑止されたリムーバブルなどにファイルやフォルダを持出すことができます。 

ただし、ポリシーの設定によっては、持出しユーティリティを使用しなくてもファイルやフォ

ルダを持出せる場合や、持出しユーティリティを使用できない場合があります。 

どのような設定になっているかは、“2.4.1 ポリシーの設定”を参照し、設定を確認してくだ

さい。 

 

なお、持出しユーティリティは、マシンにCTをインストールすると、デスクトップ上にショー

トカットが作成されます。 

 

以降では、持出しユーティリティの起動方法および画面構成について説明します。 

 

 

 

抑止対象のドライブに、「持出しユーティリティ」を使用しないで、ファイルを持出そうとし

た場合、CTのマシンでは以下のエラーメッセージが表示されます。以下は、エクスプローラ

から抑止対象のドライブにファイルを持出そうとした場合のメッセージ例です。なお本メッ

セージ例は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの場合です。 

 

なお、Windows Server™ 2003、Windows® 2000、およびWindows® XPの場合、抑止対象のド

ライブに対して以下の操作だけは抑止されません。 

 フォルダの新規作成 

 フォルダのコピー（ただし、フォルダ配下のファイルはコピーされません。） 

 

4.1.1 起動方法 

持出しユーティリティの起動方法について説明します。 

 

持出しユーティリティの起動方法は、CTをインストールしたマシンの[スタート]メニューから

[プログラム]-[Systemwalker Desktop Keeper]-[クライアント]-[Desktop Keeper ファイル持出

しユーティリティ]を選択します。 

 

以下の[ファイル持出しユーティリティ]画面が表示されます。ただし、管理コンソールでポリ

シーとして[ファイル持出し抑止]タブの[ファイル持出し抑止]が「する（持出し不可）」に設定

され、CTに反映されている場合は、持出しユーティリティを起動しても、[ファイル持出しユー



 

4.1 持出しユーティリティ 

99 

 

 

ティリティ]画面は表示されず、ファイルやフォルダを持出すことはできません。また、「しない」

に設定され、CTに反映されている場合にも、持出しユーティリティを起動することはできません。

しかし、ユーザは、自由にファイルやフォルダを持出すことができます。 

 

 

4.1.2 画面構成 

[ファイル持出しユーティリティ]画面の構成について、以下のことを説明します。 

 画面の呼び方 

 メニューバー／ツールバー 

 

画面の呼び方 

[ファイル持出しユーティリティ]画面の呼び方について説明します。 
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 ファイル持出し一覧（画面中央） 

CTのマシンから持出すファイルやフォルダの一覧が表示されます。 

 

メニューバー／ツールバーについて 

[ファイル持出しユーティリティ]画面のメニューバーおよびツールバーについて説明します。 
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メニューバー ツールバー 機能概要 

ファイルの追加   
ファイル選択画面を表示します。持

出すファイルを選択します。 

持出し実行   
平文または暗号化によるファイル

やフォルダの持出しを行います。 

ドライブのフォーマット － ドライブのフォーマットを行いま

す。 

ファイル 

アプリケーションの終了 － 持出しユーティリティを終了しま

す。 

表示 
持出しファイルのフルパ

ス表示 
  

ファイル持出し一覧のパス表示の

有り／無しを切り替えます。 

オンラインヘルプ   
オンラインマニュアルを表示しま

す。 
ヘルプ 

バージョン情報 － 著作権情報およびバージョン情報

を表示します。 
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4.2 ファイルの持出し 
持出しユーティリティを使用して、CTをインストールしたマシンから、抑止されたリムーバブ

ルなどにファイルやフォルダを持出す方法について説明します。 

 

なお、CTのマシンによっては、ポリシーの設定によって、持出しユーティリティを使用しなく

てもファイルやフォルダを持出せる場合や、持出しユーティリティを使用できない場合がありま

す。 

どのような設定になっているかは、“2.4.1 ポリシーの設定”を参照し、設定を確認してくだ

さい。 

 

持出しユーティリティを使用して、CTをインストールしたマシンから、ファイルやフォルダを

持出す手順は、以下のとおりです。 

 

1. [ファイル持出しユーティリティ]画面を起動します。 

2. [ファイル]メニューから[ファイルの追加]を選択します。 

→持出しファイルの選択画面が表示されます。 

3. 持出すファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。複数のファイルを持出す場合

は、この操作を繰り返します。 

 

 

フォルダを持出す場合は、ファイル持出し一覧に持出すフォルダをドラッグ＆ドロッ

プすることで追加できます。また、ファイルも同様にドラッグ＆ドロップすることで

追加できます。 

→[ファイル持出しユーティリティ]画面が表示されます。 

 

4. [ファイル]メニューから[持出し実行]を選択します。 

- 暗号化したファイルやフォルダを持出す場合 

→[暗号ファイル設定]画面が表示されます。 
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a- 以下の情報を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 

項目名 説明 

暗号ファイル名（フルパス） 持出し先のドライブおよび暗号化して持出すと

きのファイル名を入力します。 

ファイル名の長さは218バイト（パス長含む）ま

で入力できます。 

パスワード 持出したファイルを復号化するときのパスワー

ドを入力します。 

8文字までの半角英数字が入力できます。 

パスワード再入力 上記[パスワード]と同じ値を入力します。 

→[ファイル持出しユーティリティ]画面が表示されます。 

 

b- [OK]ボタンをクリックします。 

 

- 暗号化していないファイルやフォルダを持出す場合 

→[フォルダの参照]画面が表示されます。 
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a- 持出し先を選択して、[OK]ボタンをクリックします。 

→[ファイル持出しユーティリティ]画面が表示されます。 

 

b- [OK]ボタンをクリックします。 
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4.3 持出しファイルの復号化 
“4.2 ファイルの持出し”で暗号化されたファイルを持出したときに、持出したファイルを復

号化する方法について説明します。 

 

持出しファイルの復号化手順は、以下のとおりです。 

 

1. 持出したファイルをダブルクリックします。 

→[SecureBOX 自己復号ファイル]画面が表示されます。 

 

2. 以下の情報を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 

項目名 説明 

パスワード ファイルやフォルダを持出すときに入力したパ

スワードを入力します。 

解凍先 復号化されたファイルやフォルダを格納する場

所を入力します。 

解凍後フォルダを開く 上記[解凍先]で指定したフォルダを、復号化し

たあとに開く場合にチェックします。 

→持出したファイルが復号化されます。 
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付録A CSVファイル 

Systemwalker Desktop Keeperのログビューアで出力できるCSVファイルについて説明します。 

 

A.1 ログ一覧 

ログビューアのログ一覧で出力できるCSVファイルについて説明します。ログ一覧をCSVファイ

ルに出力する方法は、“3.3.1 ログ一覧”を参照してください。 

出力されるCSVファイルの項目名と説明は、以下のとおりです。 

 

項目名 説明 

ログ出力日時 ログ一覧を出力した日時です。 

検索範囲（開始） 検索時に指定した検索範囲の開始年月日です。 

検索範囲（終了） 検索時に指定した検索範囲の終了年月日です。 

曜日帯 検索時に指定した検索の曜日帯です。 

時間帯 検索時に指定した検索の時間帯です。 

キーワード 検索時に指定したキーワードです。 

種別 検索時に指定したログの種類です。 

区分 検索時に指定した区分です。 

名称 CTに付けることができる名称で、初期値はコンピュータ名です。 

発生日時 ログが採取された年月日および時刻です。 

ユーザID CTのログオンユーザIDです。 

ドメイン名 ドメインにログオン時はCTのドメイン名です。ローカルコンピュータにロ

グオン時はCTのコンピュータ名です。ただし、Windows® 98およびWindows 

MEの場合は空欄です。 

種別 ログの種別（種類）です。 

区分 ポリシーの設定で、認められた操作の場合は[正規]、認められていない操

作の場合は[違反]です。 

内容 ログの内容です。 

 

A.2 設定変更ログ一覧 

ログビューアの設定変更ログ一覧で出力できるCSVファイルについて説明します。設定変更ロ

グ一覧をCSVファイルに出力する方法は、“3.3.3 設定変更ログ一覧”を参照してください。 

出力されるCSVファイルの項目名と説明は、以下のとおりです。 

 

項目名 説明 

ログ出力日時 ログ一覧を出力した日時です。 

変更年月日 設定が変更された年月日です。 

名称 CTに付けることができる名称で、初期値はコンピュータ名です。 

設定者 管理コンソールにログオンして、設定を変更した人のログオンIDです。 

変更年月日時刻 設定が変更された年月日および時刻です。 

設定種別 設定変更の種別（種類）として、以下が表示されます。 

 端末設定：CTのポリシーを変更した記録です。 

 階層構成設定：CTグループツリーでCTを移動したなど、CTグループツ

リーの変更の記録です。 

 サービス制御：CTのサービスを抑止した記録です。 

 プロセス制御：CTのプロセスを抑止した記録です。 

内容 設定変更ログの内容です。 
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付録B 調査用ログ 

Systemwalker Desktop KeeperのCTのアプリケーションで発生したエラー情報を調査するため

のログの初期採取条件、変更方法および表示方法について説明します。 

なお、以降の操作は、各CTのマシンで管理者が直接行う操作となります。 

 

採取できる調査用ログは、以下のとおりです。 

 エラーログ 

CTのアプリケーションで発生したエラーのログが記述されます。 

ファイル名は「SWCT_ERR年月日.DAT」です。 

 トレースログ 

CTのアプリケーションで行われた処理の内容が記述されます。 

ファイル名は「SWCT_TRC年月日.DAT」です。 

 

上記の調査用ログは、初期設定では以下の条件で採取されます。 

項目名 初期設定 

採取する調査用ログ エラーログは採取されます。トレースログは採取されません。 

出力先ディレクトリ エラーログおよびトレースログは、CTのインストール時に指定し

たログを格納するディレクトリに出力されます。 

最大ログサイズ 保存されるエラーログのサイズは1日で最大1MBで、トレースログ

のサイズは1日で最大10MBです。 

最大保存日数 エラーログおよびトレースログは30日間保存されます。 

 

B.1 採取条件の変更 

調査用ログの採取条件を変更する方法について説明します。 

 

採取する調査用ログの変更 

採取する調査用ログを変更する方法について説明します。 

 

 エラーログ 

設定を変更するCTのコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。 

fsw11ej7.exe <Password> /L /F /E <フラグ> 

 <Password> 

CTのインストール時に指定したパスワードを入力します。 

 <フラグ> 

以下の数字のどちらかを入力します。 

「0」：ログを採取しない場合 

「1」：ログを採取する場合 

 

 
 本コマンドをコマンドプロンプトから実行する場合、パスワードを第3者またはエンド

ユーザに参照される恐れがあります。本コマンドを使用する場合は、必ずバッチファ

イルなどを利用し、絶対にパスワードが参照されないようにセキュリティに配慮した

運用を行ってください。 

 Windows ME ま た は Windows® 98 の 場 合 、 [fsw11ej7.exe] コ マ ン ド は 、

「C:\Windows\systemディレクトリ（「C:\Windows」はWindowsのインストール先ディレ

クトリ）」に移動しないと実行できません。ディレクトリ移動後に、コマンドを実行し
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てください。 

 

 トレースログ 

設定を変更するCTのコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。 

fsw11ej7.exe /L /F /T <フラグ> 

 <フラグ> 

以下の数字のどちらかを入力します。 

「0」：ログを採取しない場合 

「1」：ログを採取する場合 

 

 
Windows MEまたはWindows® 98の場合、[fsw11ej7.exe]コマンドは、「C:\Windows\systemデ

ィレクトリ（「C:\Windows」はWindowsのインストール先ディレクトリ）」に移動しないと実行

できません。ディレクトリ移動後に、コマンドを実行してください。 

 

最大ログサイズの変更 

採取する調査用ログの最大ログサイズを変更する方法について説明します。 

 

設定を変更するCTのコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。 

fsw11ej7.exe <Password> /L /S /<パラメータ> <ログサイズ> 

 <Password> 

CTのインストール時に指定したパスワードを入力します。 

 <パラメータ> 

以下の英字のどちらかを入力します。 

「E」：エラーログの設定を行う場合 

「T」：トレースログの設定を行う場合 

 <ログサイズ> 

最大ログサイズを入力します。なお、入力した値は、MB単位になります。 

 

 
 本コマンドをコマンドプロンプトから実行する場合、パスワードを第3者またはエンド

ユーザに参照される恐れがあります。本コマンドを使用する場合は、必ずバッチファ

イルなどを利用し、絶対にパスワードが参照されないようにセキュリティに配慮した

運用を行ってください。 

 Windows ME ま た は Windows® 98 の 場 合 、 [fsw11ej7.exe] コ マ ン ド は 、

「C:\Windows\systemディレクトリ（「C:\Windows」はWindowsのインストール先ディレ

クトリ）」に移動しないと実行できません。ディレクトリ移動後に、コマンドを実行し

てください。 

 

最大保存日数の変更 

採取する調査用ログをCTで保存しておく日数を変更する方法について説明します。 

 

設定を変更するCTのコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。 

fsw11ej7.exe <Password> /L /R <保存日数> 

 <Password> 

CTのインストール時に指定したパスワードを入力します。 

 <保存日数> 

最大保存日数を入力します。なお、入力した値は、日単位になります。 
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 本コマンドをコマンドプロンプトから実行する場合、パスワードを第3者またはエンド

ユーザに参照される恐れがあります。本コマンドを使用する場合は、必ずバッチファ

イルなどを利用し、絶対にパスワードが参照されないようにセキュリティに配慮した

運用を行ってください。 

 Windows ME ま た は Windows® 98 の 場 合 、 [fsw11ej7.exe] コ マ ン ド は 、

「C:\Windows\systemディレクトリ（「C:\Windows」はWindowsのインストール先ディレ

クトリ）」に移動しないと実行できません。ディレクトリ移動後に、コマンドを実行し

てください。 

 

B.2 表示方法 

調査用ログを表示する方法について説明します。 

 

調査用ログを表示するCTのコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。 

fsw11ej7.exe <Password> /L /O /<パラメータ> 

 <Password> 

CTのインストール時に指定したパスワードを入力します。 

 <パラメータ> 

以下の英字のどちらかを入力します。 

「E」：エラーログを表示する場合 

「T」：トレースログを表示する場合 

 

 
 本コマンドをコマンドプロンプトから実行する場合、パスワードを第3者またはエンド

ユーザに参照される恐れがあります。本コマンドを使用する場合は、必ずバッチファ

イルなどを利用し、絶対にパスワードが参照されないようにセキュリティに配慮した

運用を行ってください。 

 Windows ME ま た は Windows® 98 の 場 合 、 [fsw11ej7.exe] コ マ ン ド は 、

「C:\Windows\systemディレクトリ（「C:\Windows」はWindowsのインストール先ディレ

クトリ）」に移動しないと実行できません。ディレクトリ移動後に、コマンドを実行し

てください。 
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付録C CTの情報表示 

Systemwalker Desktop KeeperのCTに設定されている情報の表示方法について説明します。 

なお、以降の操作は、各CTのマシンで管理者が直接行う操作となります。 

 

設定情報の表示 

設定情報を表示する方法について説明します。 

 

設定情報を表示するCTのコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。 

fsw11ej7.exe <Password> /D /D 

 <Password> 

CTのインストール時に指定したPasswordを入力します。 

 

 
 本コマンドをコマンドプロンプトから実行する場合、パスワードを第3者またはエンド

ユーザに参照される恐れがあります。本コマンドを使用する場合は、必ずバッチファ

イルなどを利用し、絶対にパスワードが参照されないようにセキュリティに配慮した

運用を行ってください。 

 Windows ME ま た は Windows® 98 の 場 合 、 [fsw11ej7.exe] コ マ ン ド は 、

「C:\Windows\systemディレクトリ（「C:\Windows」はWindowsのインストール先ディレ

クトリ）」に移動しないと実行できません。ディレクトリ移動後に、コマンドを実行し

てください。 

 

コマンドプロンプトで、以下の情報が表示されます。 

項目名 説明 

通信ポートNo. 管理サーバのサーバサービスとCTで使用するポート番号です。 

サーバIPアドレス CTが接続する管理サーバのIPアドレスです。 

格納ディレクトリ CTのインストール時に指定したログを格納するディレクトリです。

操作ログ CTに保存される操作系ログの最大ログサイズです。 

抑止ログ CTに保存される抑止系ログの最大ログサイズです。 

エラー CTに保存されるエラーログの最大ログサイズです。なお、採取する

設定になっている場合は[ON]、採取しない設定になっている場合は

[OFF]が表示されます。設定は、“付録B 調査用ログ”を参照してく

ださい。 

ログサイズ 

トレース CTに保存されるトレースログの最大ログサイズです。なお、採取す

る設定になっている場合は[ON]、採取しない設定になっている場合

は[OFF]が表示されます。設定は、“付録B 調査用ログ”を参照して

ください。 

パスワード CTのインストール時に指定したパスワードです。 

 

クライアント情報の表示 

クライアント情報を表示する方法について説明します。 

 

クライアント情報を表示するCTのコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。 

fsw11ej7.exe <Password> /D /C 

 <Password> 

CTのインストール時に指定したPasswordを入力します。 
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 本コマンドをコマンドプロンプトから実行する場合、パスワードを第3者またはエンド

ユーザに参照される恐れがあります。本コマンドを使用する場合は、必ずバッチファ

イルなどを利用し、絶対にパスワードが参照されないようにセキュリティに配慮した

運用を行ってください。 

 Windows ME ま た は Windows® 98 の 場 合 、 [fsw11ej7.exe] コ マ ン ド は 、

「C:\Windows\systemディレクトリ（「C:\Windows」はWindowsのインストール先ディレ

クトリ）」に移動しないと実行できません。ディレクトリ移動後に、コマンドを実行し

てください。 

 

コマンドプロンプトで、以下の情報が表示されます。 

項目名 説明 

コンピュータ名 CTのコンピュータ名です。 

MACアドレス CTのMACアドレスです。 

IPアドレス CTのIPアドレスです。 

サブネットマスク CTのネットワークで設定されているサブネットマスクです。 

コンピュータ組織名 CTのOSに設定されている組織名です。 

コンピュータ所有者名 CTのOSに設定されている所有者名です。 

OSプラットフォーム CTのOSを識別する番号です。 

 1：Windows MEまたはWindows® 98 

 2：Windows Server™ 2003、Windows® 2000またはWindows® XP 

OSメジャーバージョン CTのOSを識別する番号です。 

 4：Windows MEまたはWindows® 98 

 5：Windows Server™ 2003、Windows® 2000またはWindows® XP 

OSマイナーバージョン CTのOSを識別する番号です。 

 0：Windows® 2000 

 1：Windows® XP 

 2：Windows Server™ 2003 

 10：Windows® 98 

 90：Windows ME 

CT識別ID 管理サーバがCTを識別するために自動的に付ける番号です。 

DTP識別ID Systemwalker Desktop PatrolのCTの「従業員番号（+）マシン名」

です。 

Systemwalker Desktop KeeperのCTおよびSystemwalker Desktop Pa

trolのCTが同一のマシンにインストールされている場合に表示され

ます。 

 

抑止設定情報の表示 

抑止設定情報を表示する方法について説明します。 

 

抑止設定情報を表示するCTのコマンドプロンプトから、以下のコマンドを実行します。 

fsw11ej7.exe <Password> /D /Y 

 <Password> 

CTのインストール時に指定したPasswordを入力します。 

 

 
 本コマンドをコマンドプロンプトから実行する場合、パスワードを第3者またはエンド

ユーザに参照される恐れがあります。本コマンドを使用する場合は、必ずバッチファ

イルなどを利用し、絶対にパスワードが参照されないようにセキュリティに配慮した

運用を行ってください。 

 Windows ME ま た は Windows® 98 の 場 合 、 [fsw11ej7.exe] コ マ ン ド は 、

「C:\Windows\systemディレクトリ（「C:\Windows」はWindowsのインストール先ディレ
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クトリ）」に移動しないと実行できません。ディレクトリ移動後に、コマンドを実行し

てください。 

 

コマンドプロンプトで、以下の情報が表示されます。 

項目名 説明 

起動抑止アプリケーション名 管理コンソールのポリシーの設定で、[アプリケーション起動

抑止]タブで指定した起動抑止のアプリケーション名です。 

ログオン抑止ユーザグループ

名 

管理コンソールのポリシーの設定で、[ログオン抑止]タブで指

定したログオン抑止のユーザグループ名です。 

ファイル持出し制限スイッチ 管理コンソールのポリシーの設定で、[ファイル持出し抑止]タ

ブで選択したラジオボタンの情報です。ファイルの持出しを抑

止するかどうかを表しています。 

 1：「しない」を選択した場合 

 2：「する（持出し不可）」、「する（暗号化持出し可）」ま

たは「する（通常持出し可）」を選択した場合 

監視対象ドライブ 管理コンソールのポリシーの設定で、[ファイル持出し抑止]タ

ブで指定したAからZのドライブです。 

監視対象ドライブ種別 管理コンソールのポリシーの設定で、[ファイル持出し抑止]タ

ブでチェックした[リムーバブル]または[DVD／CD]の情報で

す。 

 0：[リムーバブル]および[DVD／CD]をチェックしなかっ

た場合 

 1：[リムーバブル]だけをチェックした場合 

 2：[DVD／CD]だけをチェックした場合 

 3：[リムーバブル]および[DVD／CD]をチェックした場合 

ファイル持出しユーティリテ

ィ使用スイッチ 

管理コンソールのポリシーの設定で、[ファイル持出し抑止]タ

ブで選択したラジオボタンの情報です。持出しユーティリティ

が使用可能かどうかを表しています。以下の「1」以外は持出

しユーティリティを使用できます。 

 1：「する（持出し不可）」または「しない」を選択した場

合 

 2：「する（暗号化持出し可）」を選択した場合 

 3：「する（通常持出し可）」を選択した場合 

プリントスクリーンキー無効

化スイッチ 

管理コンソールのポリシーの設定で、[印刷抑止]タブで選択し

た[PrintScreenキー無効化]のラジオボタンの情報です。 

 1：「しない」を選択した場合 

 2：「する」を選択した場合 

印刷可・不可スイッチ 管理コンソールのポリシーの設定で、[印刷抑止]タブで選択し

た[印刷抑止]のラジオボタンの情報です。 

 1：「しない」を選択した場合 

 2：「する」を選択した場合 

印刷許可アプリケーション名 管理コンソールのポリシーの設定で、[印刷抑止]タブで指定し

た印刷許可のアプリケーション名です。 

採取ログスイッチ 管理コンソールのポリシーの設定で、[各種ログスイッチ]タブ

で選択した情報をもとに、以下の2進数ビット列を10進数に変

換した値です。 

各項目で「する」にすると「1」、「しない」にすると「0」とな

ります。 

0ビット目：アプリケーション動作ログ 

1ビット目：アプリケーション動作ログ 

2ビット目：アプリケーション動作ログ 

3ビット目：メール送信ログ 

4ビット目：コマンドプロンプト操作ログ 

5ビット目：デバイス構成変更ログ 

6ビット目：印刷操作ログ 

7ビット目：ファイル持出しログ 

通信リトライ回数 管理サーバとCT間の通信エラー時のリトライ回数です。 

通信タイムアウト時間 管理サーバとCT間の通信のタイムアウト値です。 
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付録D 管理コンソール／ログビューア使用時のエラー

対処 

Systemwalker Desktop Keeperの管理コンソールまたはログビューア使用時にエラーが発生し

た場合の対処方法について説明します。 

 

サーバサービスエラー 

管理コンソール使用時に、以下のエラーメッセージが表示された場合は、サーバサービスエラ

ーとなります。メッセージの詳細は、“Systemwalker Desktop Keeper 導入手引書”を参照して

ください。 

 SVCM-ERR001 

 SVSY-ERR010 

 SVSY-ERR011 

 SVSY-ERR012 

サーバサービスエラーの内容としては、データベースエラーまたは通信エラーとなります。な

お、上記メッセージの「SVCM-ERR001」は通信エラーの場合だけ表示されます。 

 

以降では、データベースエラーと通信エラーごとの対処方法について説明します。 

 

 データベースエラー 

以下の場合は、データベースエラーとなります。 

 サーバサービスがインストールされている管理サーバのCドライブの直下に

「fsw21sj0.log」ファイルが出力されている 

 Windowsのサービス画面で、表示名が「SWServerService」であるサーバサービスが停止し

ている 

 

この場合は、データベースエラーの内容を「fsw21sj0.log」ファイルで確認し、データベース

での対処を行ってください。データベースでの対処が完了したあとに、Windowsのサービス画面

で、表示名が「SWServerService」であるサーバサービスを開始してください。 

 

 通信エラー 

前述したデータベースエラーの条件に当てはまらない場合、通信エラーとなります。 

 

この場合は、通信のリトライを行います。リトライの設定は、“2.2.1 通信環境参照／設定”

を参照してください。 

リトライを行っても通信エラーが発生する場合は、環境設定やネットワーク設定を見直してく

ださい。 

 

階層化サービスエラー 

管理コンソールまたはログビューア使用時に、以下のエラーメッセージが表示された場合は、

階層化サービスエラーとなります。メッセージの詳細は、“Systemwalker Desktop Keeper 導入

手引書”を参照してください。 

 LVSY-ERR003 

 LVSY-ERR004 

 LVSY-ERR005 

 LVSY-ERR007 
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 LVSY-ERR008 

 LVSY-ERR009 

階層化サービスエラーの内容としては、データベースエラーまたは通信エラーとなります。 

 

以降では、データベースエラーと通信エラーごとの対処方法について説明します。 

 

 データベースエラー 

以下の場合は、データベースエラーとなります。 

 階層化サービスがインストールされている管理サーバのCドライブの直下に

「fsw21sj1.log」ファイルが出力されている 

ただし、「fsw21sj1.log」ファイルが出力されている場合でも、以前の情報がそのまま残って

いるときもあるので、ファイルに記述されている時間で判断してください。ファイルに記述され

ている情報が前回の場合は、後述する通信エラーとなります。 

 

この場合は、データベースエラーの内容を「fsw21sj1.log」ファイルで確認し、データベース

での対処を行ってください。なお、データベースエラーによって、階層化サービス

「SWLevelControlService」は停止しません。 

 

 通信エラー 

前述したデータベースエラーの条件に当てはまらない場合、通信エラーとなります。 

 

この場合は、通信のリトライを行います。リトライの設定は、“2.2.1 通信環境参照／設定”

を参照してください。 

リトライを行っても通信エラーが発生する場合は、環境設定やネットワーク設定を見直してく

ださい。 
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用語集 

 

CT 

Systemwalker Desktop Keeperが管理する最下位レベルであるマシンを指します。CT単位にポ

リシーを設定することもできます。 

 

CTの階層化 

CTを組織に応じて階層的に管理することができます。CTを階層管理することをCTの階層化とい

います。 

 

CTグループ 

CTの階層化でまとめられたCTのグループのことです。CTのグループ単位でポリシーを設定する

こともできます。 

 

CTバージョン 

マシンにインストールされているSystemwalker Desktop KeeperのCTのバージョンのことです。 

 

CTリスト 

管理コンソールおよびログビューアで表示されるCTの一覧のことです。CTリストに表示される

情報の種類は管理コンソールから変更できます。 

 

DTPID 

Systemwalker Desktop PatrolのCTで設定されている「従業員番号（＋）マシン名」を表しま

す。 

Systemwalker Desktop KeeperのCTおよびSystemwalker Desktop PatrolのCTが同一のマシンに

インストールされている場合に表示されます。 

 

階層化サービス 

サーバを階層的に管理するための機能で、この機能を使用してサーバの階層化を実現します。 

 

管理コンソール 

Systemwalker Desktop Keeperでの設定機能であり、ポリシーの設定や反映などを行います。

CTグループ単位またはCT単位に現状の設定情報の確認や設定変更を行うことができる管理者用

GUIです。 

 

管理データベース 

サーバで管理するポリシーまたはログ情報を蓄積するためのデータベースです。データベース

にはMicrosoft® SQL Serverを使用します。 

 

グループポリシー 

CTのグループ単位で設定されたポリシーのことです。 
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サーバ 

Systemwalker Desktop Keeperでポリシーまたはログ情報を管理するサーバです。サーバは階

層構成を組むことができ、組織や管理形態に応じてサーバを階層的に構成させることができます。 

 

自己復号型暗号化 

Systemwalker Desktop KeeperのCTをインストールしたマシンの持出しユーティリティで作成

できる暗号化の種類で、復号化するマシンにSystemwalker Desktop Keeperがなくても暗号化し

たファイルを実行することで、復号化できます。（暗号ファイルに復号化プログラムを付加した

EXE形式のファイルです） 

 

セッション 

ログビューアのコマンドプロンプトログ一覧で表示される、コマンドプロンプトでの操作単位

で、1回のコマンドプロンプトで実行されたコマンドおよびコマンドからの結果表示をセッショ

ン単位で管理します。 

ログビューアではセッションを選択することで、セッション単位のコマンドプロンプトログ一

覧を参照できます。 

 

ドライブレター 

CTでのドライブ情報のことです。（例：Aドライブ、Dドライブなど） 

 

ポリシー 

Systemwalker Desktop Keeperの管理コンソールで設定する設定情報のことで、ファイル持出

し抑止、印刷抑止、ログオン抑止、アプリケーション起動抑止および各種ログスイッチで設定さ

れた設定情報のことです。 

 

持出しユーティリティ 

このユーティリティで暗号ファイルの作成と、ファイル持出しを行います。暗号ファイルの保

存先には自マシンの任意ドライブまたはフォルダを指定することができます。 

Systemwalker Desktop KeeperのCTをインストールしたマシンのリムーバブルなどのドライブ

にファイルを持出そうとすると、ドライブが抑止されている場合には、エクスプローラなどから

の持出しはできません。 

リムーバブルなどにファイルを持出す場合には、CTにインストールされる持出しユーティリテ

ィを用いて、抑止対象のドライブとなっているリムーバブルなどにファイルの持出しを行うこと

ができます。また、持出すファイルは管理コンソールの設定で、自己復号型暗号化ファイルにで

きます。 

 

リムーバブル 

ドライブレターで認識される以下のメディアをリムーバブルといいます。（Windowsのマイコ

ンピュータ上の種類でリムーバブルと表示されるメディア） 

 フロッピーディスク 

 ハードディスク 

 MO 

 USBメモリ 

 コンパクトフラッシュメモリ 

 

ログビューア 

サーバに蓄積されているログ情報を参照および検索する機能です。複数のマシンにこの機能を

インストールすることができます。 
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