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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、ファイルの持出しを行う方を対象に書か

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。 

 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章および付録から構成されています。 

 

 第1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 メッセージ一覧 
Systemwalker Desktop Keeperで出力されるメッセージについて説明します。 

 

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。 
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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 

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（※1） 

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（※1） 

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（本

書） 

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

す。 

※1：Systemwalker Desktop Keeper 導入手引書およびSystemwalker Desktop Keeper 使用手

引書 管理者編は、Systemwalker Desktop Keeperの管理者の方が参照するマニュアルです。 
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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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第1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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1.1 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（Client Terminal）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、管理者の設定によって、

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。 

 

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。） 
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1.1.1 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。ただし管理者が、ファイルやフ

ォルダの持出しをまったくさせない設定にしている場合は、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、管理者がファイルやフォルダの持出しをまったく制限していない場合にも、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。 

ファイルやフォルダを持出す場合は、Systemwalker Desktop Keeperの管理者にお聞きくださ

い。 
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1.1.2 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。 

 

 

 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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1.2 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。 

 

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。 

- 暗号化されたファイルやフォルダが持出せる場合 

→[暗号ファイル設定]画面が表示されます。 



 

1.2 ファイルの持出し 
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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。 

 

- 暗号化されていないファイルやフォルダが持出せる場合 

→[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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1.3 持出しファイルの復号化 
“1.2 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 メッセージ一覧 

Systemwalker Desktop Keeperで出力されるメッセージについて説明します。 

 

A.1 クライアント(CT)で出力されるメッセージ 

A.1.1 運用時に出力されるメッセージ 

№ メッセージID 内容 

D101-INF001 システム管理者がこのアプリケーションの使用を禁止しています。 

原因 使用禁止のアプリケーションを起動しようとしました。 

1 

処置 － 

D102-INF002 システム管理者がサービスを停止させました。 

原因 システム管理者がサービスを停止させました。 

2 

処置 － 

D901-INF001 システム管理者がこのアプリケーションの印刷を禁止しています。 

原因 印刷禁止のアプリケーションで印刷しようとしました。 

3 

処置 － 

D901-INF002 PrintScreenキーの使用は禁止されています。 

原因 PrintScreenキーが押されました。 

4 

処置 － 

E601-INF001 このユーザ名によるログオンは禁止されています。30秒後に強制的にログオ

フします。 

原因 許可されていないユーザ名によってログオンされました。 

5 

処置 － 

E602-INF002 このユーザ名によるログオンは禁止されています。30秒後に強制的にシャッ

トダウンします。 

原因 許可されていないユーザ名によってログオンされました。 

6 

処置 － 

S101-ASK001 最新のモジュールが提供されています。最新版に更新する場合は、「はい」 

を押してください。更新しない場合は「いいえ」を押してください。「はい」

を選択し更新が完了すると自動的に再起動しますので、アプリケーションを

終了させておいてください。 

原因 最新のモジュールが提供されています。 

7 

処置 最新版に更新するかどうか判断してください。 

S101-INF001 システム管理者がアプリケーション（プロセス）を強制終了させました。 

原因 システム管理者がアプリケーション（プロセス）を強制終了させました。 

8 

処置 － 

S102-INF002 システム管理者がサービスを開始させました。 

原因 システム管理者がサービスを開始させました。 

9 

処置 － 

S301-ERR001 最新モジュールの受信中にネットワークエラーが発生しました。更新処理を

中止します。再起動後、再度実行してください。 

原因 最新モジュールの受信中にネットワークエラーが発生しました。 

10 

処置 ネットワーク環境を調査し、正常を確認した上で、再度実行してください。

S402-ERR001 ディスク空き容量不足でログ出力エラーが発生しました。クライアントのデ

ィスク空き容量を確保してください。 

原因 ディスクの空き容量が不足しています。 

11 

処置 クライアント(CT)のディスク容量を30MB以上確保し、再度実行してください。

なし システム管理者がDVD、CDへの書き込みを禁止しています。 12 

原因 システム管理者がDVDやCDによるファイル持出しを抑止しています。 
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№ メッセージID 内容 

 処置 DVDやCDによるファイル持出しを行う場合は、システム管理者に連絡して、ポ

リシーの設定を変更してもらってください。 

なし システム管理者が書き込み可能なDVD、CDを強制的にイジェクトしました。 

原因 システム管理者がDVDやCDによるファイル持出しを抑止しています。 

13 

処置 DVDやCDによるファイル持出しを行う場合は、システム管理者に連絡して、ポ

リシーの設定を変更してもらってください。 

 

A.2 ファイル持出しユーティリティで出力されるメッセー

ジ 

№ メッセージID 内容 

FCCA-ERR001 %s%s をコピーできません。送り側と受け側のファイル名が同じです。 

原因 送り側と受け側のファイル名が同じです。 

1 

処置 ファイル名を確認してください。 

FCCA-ERR002 %s%s を追加できません。同名のファイルが既に存在します。 

原因 同名のファイルがすでに存在します。 

2 

処置 ファイル名を見直してください。 

FCCA-ERR003 書き込み禁止の記憶媒体を使用しているか、または記憶媒体のディスク空き

容量が不足しています。 

原因 書き込み禁止の記憶媒体を使用しているか、または記憶媒体のディスク空き

容量が不足しています。 

3 

処置 持出し先の記憶媒体がプロテクトされていないか確認してください。 

持出し先の記憶媒体のディスク容量が不足している場合は、容量を確保し再

度実行してください。 

FCCA-INF001 ファイルの持出しが完了しました。 

原因 － 

4 

処置 － 

FCCA-SEL001 暗号化して指定するフォルダへ保存します。 

原因 － 

5 

処置 － 

FCCA-SEL002 通常ファイルの持出しを行います。よろしいですか？ 

原因 通常ファイルの持出しをしようとしました。 

6 

処置 実行するかしないか、決定してください。 

FCCA-SEL003 %s%s が持出し先に既に存在します。上書きしますか？ 

原因 %s%s が持出し先にすでに存在します。 

7 

処置 上書きするかしないか決定してください。 

FCCA-SEL004 %s が持出し先に既に存在します。上書きしますか？ 

原因 持出し先に同名のファイルがすでに存在しています。 

8 

処置 持出し先に同名のファイルが存在しないことを確認後、処理を再度実行して

ください。 

FCCA-WRN001 ファイルまたはディレクトリを選択してください。 

原因 ファイルまたはディレクトリが選択されていません。 

9 

処置 ファイルまたはディレクトリを選択してください。 

FCCA-WRN002 保存先フォルダを選択してください。 

原因 保存先フォルダが選択されていません。 

10 

処置 保存先フォルダを選択してください。 

FCCA-WRN003 パスワードとパスワード再入力が一致しません。 

原因 登録されているパスワードと異なるパスワードが入力されました。 

11 

処置 正しいパスワードを入力してください。 

FCCA-WRN004 パスワードを入力してください。 

原因 パスワードが入力されていません。 

12 

処置 正しいパスワードを入力してください。 

13 FCCA-WRN005 暗号ファイル名を入力してください。 
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№ メッセージID 内容 

原因 暗号ファイル名が入力されていません。  

処置 暗号ファイル名を入力してください。 

FCCA-WRN006 暗号ファイル名はドライブ名、パス名を含んだ形式で入力してください。 

原因 暗号ファイル名が、ドライブ名およびパス名を含んだ形式で入力されていま

せん。 

14 

処置 ドライブ名、パス名を含んだ形式で入力してください。 

FCCA-WRN009 持出し先ファイル名（フルパス）には%d文字（半角文字）を超えるファイル

名は指定できません。 

原因 持出し先ファイル名に指定した文字数が、制限値を超えています。 

15 

処置 持出し先ファイル名を218バイト(パスの長さを含む)で指定して、処理を再度

実行してください。 

FCCM-ERR001 不明なエラーが発生しました。システム管理者に連絡してください。 

原因 Windowsの内部でエラーが発生しています。 

16 

処置 富士通技術員に連絡してください。 

FCCM-INF001 処理が中止されました。 

原因 処理が中止されました。 

17 

処置 富士通技術員に連絡してください。 

FCFM-ERR001 フォーマットに失敗しました。 

原因 フォーマットに失敗しました。 

18 

処置 環境を確認後、再度処理を実行してください。 

FCFM-ERR002 このドライブはフォーマットできません。 

原因 フォーマットできないドライブを選択しています。 

19 

処置 フォーマットできるドライブを選択してください。 

FCFM-WRN001 ドライブを選択してください。 

原因 ドライブが選択されていません。または、ドライブを正しく選択していませ

ん。 

20 

処置 ドライブを正しく選択してください。 

FCSB-ERR001 指定したパラメタが誤っています。 

原因 指定したパラメタが誤っています。 

21 

処置 パラメタを正しく指定してください。 

FCSB-ERR002 複写先のファイルは既に存在します。 

原因 すでに存在しているファイルを複写先に指定しました。 

22 

処置 複写先のファイル名を見直してください。 

FCSB-ERR003 複写元のファイルは存在しません。 

原因 複写元のファイルは存在しません。 

23 

処置 複写元のファイルを正しく指定してください。 

FCSB-ERR004 暗号化するファイルが存在しません。 

原因 暗号化するファイルが存在しません。 

24 

処置 暗号化するファイル名を見直してください。 

FCSB-ERR005 作業メモリが不足しています。不要なアプリケーションを終了させて再度実

行してください。 

原因 作業メモリが不足しています。 

25 

処置 不要なアプリケーションを終了して再度実行してください。 

FCSB-ERR006 ファイルへのアクセスが拒否されました。 

原因 ファイルへのアクセスが拒否されました。 

26 

処置 環境を見直し、再度処理を実行してください。 

FCSB-ERR007 ファイルを開くことができません。 

原因 ファイルを開くことができません。 

27 

処置 環境を見直し、再度処理を実行してください。 

FCSB-ERR008 ファイルを読み込むことができません。 

原因 ファイルを読み込むことができません。 

28 

処置 環境を見直し、再度処理を実行してください。 

FCSB-ERR009 ディレクトリを作成することができません。 

原因 ディレクトリを作成することができません。 

29 

処置 環境を見直し、再度処理を実行してください。 



 

付録A メッセージ一覧 

14 

 

 

№ メッセージID 内容 

FCSB-ERR010 書き込み禁止の記憶媒体を使用しているか、または記憶媒体のディスク空き

容量が不足しています。 

原因 書き込み禁止の記憶媒体を使用しているか、または記憶媒体のディスク空き

容量が不足しています。 

30 

処置 持出し先の記憶媒体がプロテクトされていないか確認してください。 

持出し先の記憶媒体のディスク容量が不足している場合は、容量を確保し再

度実行してください。 

FCSY-ERR001 指定されているマニュアルの格納パスが見つかりません。 

原因 指定されているマニュアルの格納パスが見つかりません。 

31 

処置 富士通技術員に連絡してください。 

なし ファイルに書き込むことができません。 

原因 ディスクの空き容量が不足しています。 

32 

処置 クライアント(CT)のディスク容量を確保し、再度実行してください。 
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