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はじめに 

 

PC パトロール BOX に関する制限事項を記載しています。 

 

■対象バージョンについて 
 

プログラム バージョン 

サーバープログラム 1.0.0.0 

エージェント 1.0.0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本製品の使用に際しましては、次の点にご注意ください。 

 

ご注意 

このソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。 

また、税制等の改正や操作上の改良のため、マニュアルの表記と実際の画面や操作方法が異なることがあります。 

特に記載していない場合、このソフトウェアおよびマニュアルで使用している会社、組織、製品、人物、データなどの名称は

架空のものです。実在する商品名、団体名、個人名などとは一切関係ありません。 

このソフトウェアおよびマニュアルのいかなる部分も、株式会社ミロク情報サービスの書面による許諾を受けることなく、 

その目的を問わず、どのような形態であっても、複製または譲渡することは禁じられています。ここでいう形態とは、複写や

記録など、電子的な、または物理的なすべての手段を含みます。 

株式会社ミロク情報サービスは、このマニュアルに記載されている内容に関し、特許権、商標権、著作権、およびこれらを出

願する権利、またはその他の知的財産権を有する場合があります。このマニュアルはこれらの特許権、著作権、 

またはその他の知的財産権に関する権利をお客様に許諾するものではありません。 

 

「PC パトロール BOX」は、株式会社ミロク情報サービスが著作権を有するソフトウェアです。 

「PC パトロール」は、株式会社ミロク情報サービスの登録商標または商標です。 

Microsoft,および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または 

商標です。 

Adobe, Acrobat, および Distiller は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。 

その他すべてのブランド名、製品名および会社名等はそれらの所有者の商標もしくは登録商標あるいは登記商号です。 

 

©2021 MIROKU JYOHO SERVICE CO., LTD．All rights reserved． 

 

 

 

Copyright ©2021 MIROKU JYOHO SERVICE CO., LTD. All Rights Reserved. 
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1.1 環境による制限 

 

（1） メールログ機能は以下のＯＳのみ対応となります。 

Windows 8.1（32bit、64bit）、Windows 10(32bt、64bit) 

     

（2） Windows RT、Windows 10 S モード（Microsoft Store のアプリのみ使用するモード）、Windows Embedded など

の組み込み系 OS には対応しておりません。 

 

（3） マルチユーザー環境では、一部ログが収集されない、禁止機能が正常に動作しない場合がありますので、

シングルユーザー環境でお使いください。 

 

（4） エージェント、管理画面がインストールしてある Windows7/8/8.1 マシンの OS を Windows10 へアップグレード

インストールした後は、ログが取れない等の問題が起こる場合があります。 

[対処方法] 

OS のアップグレードインストールする前に、エージェント、管理画面をアンインストール後、各ソフトのイン 

ストールを行ってください。 

エージェントアンインストール時にサーバーに送信されていないデータは欠落してしまいます。 

 

（5） IPv6 通信環境では動作しません。IPv4 通信環境で使用してください。 

 

（6） 画面キャプチャ機能は、Windows10 のみの対応となっております 

 

 

 

1.2 動作競合による制限 
 

（1） Web フィルタリングがインストールされている環境に、遮断監視マネージャをインストールできません。 

 [対処方法]  

・現在のところ共存させる方法がありません。 

 

（2） I・O DATA、COREGA 社の無線 LAN を利用している端末で、起動時に無線 LAN が接続されないことがあり

ます。 

 [対処方法]  

・無線 LAN ユーティリティにより手動接続を行ってください。 

・無線 LAN ユーティリティの常駐を停止してください。 

     →無線 LAN ユーティリティは初回に設定を行えば常駐の必要はありません。 

 

（3） アンチウイルスソフトがインストールされている環境で、スクリーンセーバーやパスワード入力画面時など 

に System プロセスが CPU 使用率 100%になり、応答速度が異常に低下することがあります。 

[対処方法] 

エージェントインストールフォルダを検索対象から除外してください。 

Windows8.1 以降の 32bitOS： C:\Program Files\ICCAgent2\Operation832 

対象 OS の 64bitOS： C:\Program Files(x86)\ICCAgent2\Operation64  

 

（4） PostgreSQL がインストールされた環境で、起動時に PostgreSQL へ接続できない場合があります。 

  [対処方法] 

端末の起動後に PostgreSQL サービスを再起動してください。 

 

（5） ウイルスセキュリティゼロがインストールされている環境で、エージェントの機能が正常に動作しない場合が

あります。 

[対処方法] 

現在のところ共存させる方法がありません。 

ウイルスセキュリティゼロを引き続き使う場合は PC パトロール BOX エージェントのアンインストールが必

要となります。 
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（6） アンチウイルスソフトがインストールされている環境で、PC パトロール BOX エージェントのプログラムがウイ

ルスとして誤検知される場合があります。 

 [対処方法] 

エージェントインストールフォルダを検索対象から除外してください。 

Windows8.1 以降の 32bitOS： C:\Program Files\ICCAgent2\Operation832 

対象 OS の 64bitOS： C:\Program Files(x86)\ICCAgent2\Operation64  

 

（7） WinDVD 等の Blu-ray Disc 再生ソフトが起動しない又は再生できない場合があります。 

  [対処方法]  

現在のところ共存させる方法がありません。 

Blu-ray Disk の著作権保護暗号規格により、内部動作の情報が収集される恐れがある技術を用いたソ

フトが動作している場合に、暗号を保護する目的でソフトの動作が自主的に制限されるためです。

Blu-ray Disc を再生する場合にはPCパトロールBOXエージェントのアンインストールが必要となります。 

 

（8） Atheos 社製ネットワークアダプタを利用している端末で、ネットワーク通信が遅延や中断が発生する場合が

あり、印刷やダウンロードに遅延や失敗が発生することがあります。 

 

（9） NVIDIA 製グラフィックドライバで 2 画面表示などを行なうと、ICCPkUSA.exe の CPU 負荷が高くなり、システ

ム全体のスピードが低下する場合があります。 

        [対処方法] 

         該当ドライバを最新バージョンにアップデートしてください。 

 

（10） 下記のソフトウェアを利用および稼働している環境では、PC パトロール BOX もしくは一部の該当システム

が正常に動作しない、動作遅延が発生する場合があります。現在のところ完全に回避する方法がありせん

ので、現象が頻発する場合には PC パトロール BOX エージェントのアンインストールが必要となります。 

・TKC システム 

・JDL システム 

・SKYPDF(株式会社スカイコム) 

・BLUETREND (福井コンピューター株式会社) 

・SKYMENU(Sky 株式会社) 

・SoPhos Anti-Virus 

・AdobeDistiller 

 

（11） USB ドングルなどハードウェアキーを使用するソフトが正常に動作しない場合があります。 

 

 

 

1.3 資産管理に関する制限  
 

（1） 製造元や型番など、一部の詳細情報が取得できない場合があります。 

  [対処方法] 

管理者権限をもつユーザーでログインしログ手動送信を行ってください。 

 

（2） Windows アップデート経由で行っていないパッチ情報は取得できない場合があります。 

 

（3） 一部アプリケーションでアンインストールの処理が完全でなく、アンインストール後も 

  アプリケ－ションリストに情報が表示される場合があります。 

  [対処方法]  

各アプリケーションの製造元などにお問い合わせ頂き、アンインストール時に残った情報を削除するか、完 

全なアンインストール方法でアンインストールを行ってください。 

 

（4） ゲートウェイを設定していない場合は、管理画面のネットワーク情報タブのゲートウェイ値が「0.0.0.0」として

表示されます。 
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（5） 一部アプリケーションではインストール日時が取得できない場合があります。 

 

（6） ソフトウェアのプロダクト ID やプロダクトキーの自動取得は、Microsoft 社の Windows/Office 製品のみとなり

ます。 

 

自動取得対象製品の詳細は下記となります。 

【Windows 製品】 

・Windows 10           （プロダクト ID／プロダクトキー） 

・Windows Server 2016     （プロダクト ID／プロダクトキー） 

・Windows Server 2019     （プロダクト ID／プロダクトキー） 

 

【Office 各製品】 

・Office 2007   （プロダクト ID／プロダクトキー） 

・Office 2010   （プロダクト ID※／プロダクトキー）  ※一部のみ取得（一部「*」と表示） 

・Office 2013   （プロダクト ID のみ） 

・Office 2016   （プロダクト ID のみ） 

・Office 2019   （プロダクト ID のみ） 

 

  ※自動取得対象外は以下のとおりです 

・Windows 8.1 32bit/64bitl 

・Windows Server 2012 64bit 

・Windows Server 2012 R2 

 

（7） Windows 製品において、MAK (Multiple Activation Keys)または VLK (Volume License Keys) などの場合に、

プロダクトキーがシステムの中に存在しないため自動取得できないことがあります。このとき、プロダクトキー

は「BBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBB」のように表示されます 

 

（8） Office 製品の同じバージョンで異なるプロダクトキーのものをインストールした場合、 後から入力したプロダ

クトキーのみ取得されます。 

 

（9） パッチ情報は、Windows パッチの適用履歴をもとに取得しているため、コントロールパネルの表記と一致しな

い場合があります。 

 

 

 

1.4 ログに関する制限  
 

（1） コントロールパネルから呼び出したウインドウが取得できない場合があります。 

 

（2） メールログ機能は、POP3、SMTP のプロトコルのみに対応しています。 

IMAP4s や暗号化された通信である POP3s、SMTPs、Web メールなどではログが取得できません。 

 

（3） IE や Edge から行った印刷のログを取得することができません。 

 

（4） 16bit アプリケーション（コマンドプロンプトでの xcopy コマンドなど）では、ログを取得することができませ

ん。 

 

（5） 一部の新規作成ファイルのログが取れないものがあります(リッチテキストドキュメント)。 

 

（6） ファイルをゴミ箱にドラッグした時のログが取得できません。 

 

（7） オンラインストレージのサービス（OneDrive、DropBox、GoogleDrive など）に対するファイル操作ログは取得

できません。 

 

（8） 「名前を付けて保存」などのコモンダイアログの、右クリックメニューからファイルの新規作成を禁止すること
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ができません。 

 

（9） ごみ箱に移動したファイルを「元に戻す」をすると、「FilePath」と「OldFilePath」のログの内容が逆になりま

す。 

 

（10） オンラインストレージのサービス（OneDrive、DropBox、GoogleDrive など）に対するファイル操作ログは取得

できません。 

 

（11） Windows Subsystem for Linux 経由で行われたログは取得できません。 

 

（12） 近距離共有（Near Share）経由で行われたログは取得できません。 

 

（13） CD、DVD、Blu-ray などにライティングソフトを使って書き込んだファイル操作ログは取得できません。 

 

（14） Windows ストアアプリのアプリケーション操作ログ、ファイル操作ログが取得できません。 

 

（15） ネットワークドライバが上位にインストールされている端末ではメール履歴が取得できない場合があります。 

現時点では、F-Secure で現象が確認できたケースがあります。 

 

（16） Windows10 May 2019 Update（1903）以降の PC でメモ帳（notepad.exe）の操作ログ（新規作成）が取得できま

せん。 

※エクスプローラー等で右クリックし、テキストドキュメントを新規作成した操作ログは取得できます。 

 

[ログが取得できないソフト] 

・メモ帳 

・ワードパッド 

・３DBuilder 

・ペイント３D 

・ボイスレコーダー 

 

（17） Windows セキュリティ更新プログラムなどにより、エクスプローラーの動作が変更されるような仕様変更があ

った場合は、各種ログが取得できなくなる場合があります。 

 

（18） 仮想マシン（VMware など）上にインストールしたアプリケーション実行を行った場合、ホスト OS 上のログでは

仮想マシンのビューアプログラムのプロセス名が記録されます。仮想マシン内で動作しているプログラムの

プロセス名とは異なります。 

 

（19） Internet Explorer、Edge、Firefox、Chrome にて、内部的にアドレスバーを無効にするような設定を行った場

合に、URL が取得できなくなる場合があります。 

[設定例] 

 Internet Explorer の場合 

「インターネットオプション」－「コンテンツ」－オートコンプリートの「設定」－「アドレスバー」のチェックを外

す 

 

（20） ドキュメント名が取得できないアプリケーションから印刷を行なった際、その印刷ログが取得できない場合が

あります。 

（プリンタアイコンを開いた時に表示されるドキュメント名が、印刷ログとして取得できます。）  

 

（21） USB 接続の無線アダプタを使用した場合に、メールログが取得できない場合があります 

 

（22） メールログにて、大容量のメールが送受信された場合に、メールログが取得できない場合があります。 

 

（23） 操作画面キャプチャにて、ディスプレイの枚数、高解像度を使用されると、クライアントパソコンの負荷が高く

なります。 

 

（24） ログオン状態以外で USB メモリの抜き差しを行った場合、識別情報が誤って取得される事があります。 
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（25） 管理画面からデータ統合を行った際に、キャプチャ画像は統合されません。 

 

 

 

 

1.5 持ち出し禁止の制限  
 

（1） WinDVD 等の DVD 再生ソフトの自動起動で音声が流れない場合があります。 

[対処方法]  

・WinDVD 等をデスクトップアイコンやスタートメニューから起動し、メニューの「ファイルを開く」から再生し

てください。 

・禁止されていないドライブで再生してください。 

 

（2） Flash や PowerPoint のファイルを禁止ドライブ上で実行すると音声などが再生されない場合があります。 

[対処方法] 

禁止されていないドライブにファイルをコピーして実行してください。 

 

（3） CD/DVD が禁止されている端末でインストールを行うと、インストーラーによっては、持ち出し禁止ログが記

録される事があります。 

[対処方法] 

インストール自体には影響ありませんので、インストーラーによる持ち出し禁止違反ログについては確認

対象から除外してください。 

 

（4） CD/DVD が 1 ドライブでも禁止されていると、端末にある全ての CD/DVD ドライブで CD ライティングソフト

などから書込みが行うことができない場合があります。 

[対処方法] 

全ての CD/DVD ドライブが許可された状態にしてライティングを行ってください。 

 

（5） 一部のデジタルカメラなどを使用した際に、データの読み込み（コピー、移動など）でエラーが発生する場合

があります。  

[対処方法] 

持ち出し禁止の設定を解除して作業を行ってください。 

 

（6） 16bit アプリケーション（コマンドプロンプトでの xcopy コマンドなど）では、持ち出し禁止を行うことができま

せん。 

 

（7） 特定 USB の書き込み許可機能にて、USB 機器のプロダクト ID などの個体情報が変化するものについては、

書き込み許可がされない場合があります。 

 

（8） 特定 USB として許可したデバイスにて、接続した直後に USB 個体情報が取得できず許可されない場合が

あります。 

[対処方法] 

一度取り外して再度接続しなおしてください 

 

（9） Windows ストアアプリにて禁止が行われません。 

 

（10） コマンドプロンプトで行ったファイル操作を禁止することができません。 

 

（11） ワードパッドで行ったファイル操作を禁止することができません。 

 

（12） ファイルをゴミ箱にドラッグした時のファイル操作を禁止することが出来ません。 

 

（13） USB メディアの利用禁止設定を行っている場合、パソコン内部(マザーボードで USB 接続されている)で

USB 接続されている機器が、パソコン起動時に禁止接続として検出されます(SD カード内蔵カードスロット
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等) 

 

[対処方法] 

接続禁止メッセージに表示される識別番号で特定 USB 登録してください。 

 

（14） Windows セキュリティ更新プログラムなどにより OS の動作が変更されるような仕様変更があった場合は、

各種禁止などが正常に行われなくなる場合があります。 

 

（15） ファイルの新規作成が禁止できない場合があります。 

 [禁止ができない例] 

・リッチ テキスト ドキュメント 

 

（16） オンラインストレージのサービス（OneDrive、DropBox、GoogleDrive など）に対するファイル操作を禁止する

ことができません。 

 

（17） 「名前を付けて保存」などのコモンダイアログの、右クリックメニューからファイルの新規作成を禁止するこ

とができない場合がありますません。 

 

（18） Windows Subsystem for Linux 経由で行われたファイル操作を禁止することができません。 

 

（19） 近距離共有（Near Share）経由で行われたファイル操作を禁止することができません。 

 

（20） USB メモリなど外部メディアを禁止し、仮想マシンに直接接続した場合、仮想マシン側で禁止を行っていな

い場合は禁止動作が行われません。 

 

（21） セキュリティ機能付き USB メディアや一部のデジカメなど、記憶領域へのデータ書き込みに独自のソフトウ

ェア／ドライバを使用する機器に対しては、デバイス制御機能が利用できない場合があります。 

 

（22） 外付けフロッピードライブの禁止動作を、特定 USB にて許可することができません。 

 

（23） ログオン状態以外で USB メモリの抜き差しを行った場合、読み込みや書き込みが許可されない場合があ

ります。 

 

 

 

1.6 インストール・アップデートに関する制限  
 

（1） Microsoft 社の「.NET Framework」が正常に動作していない環境で、エージェントのアップデートやアンイン

ストールに失敗する場合があります。 

[対応方法] 

「.NET Framework」を再インストールし、再度アップデートやアンインストールを行なってください 

 

（2） アンチウイルスソフトがインストールされている端末でエージェントのオートアップデートが失敗する事があ

ります。 

[対処方法] 

該当端末を再起動後、管理画面からエージェントアップデートの再指示を行ってください。 

上記の対処で解決しない場合は、エージェントをアンインストールし、最新バージョンのエージェントをイン 

ストールしてください。 

 

（3） メールログ機能ありのオートアップデートで、メール機能をインストールした時は、アップデート中にネット

ワークが切断され、アップデート後再起動が必要になります。 

 

 

（4） 日本語が含まれたユーザーでエージェントインストールを行った場合、正常にインストールされない場合

があります。 
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 [対処方法] 

ローマ字のみのユーザーでログインし、エージェントのインストールを行ってください。 

例）administrator、pasokei など 

 

 

1.7 遮断に関する制限  
 

（1） 遮断機能は妨害パケットを送ることによって実現しております。最近は妨害パケットを除去する機器やセ

キュリティソフトなどがあるため、遮断を実現できない端末や機器が存在します。 

ゲートウェイやルーターがそのような機能を持っている場合が多いです。 

現在確認されている環境として、以下があります。 

・認証 VLAN や検疫ネットワークなどを構築している場合 

・ルーター等により遮断パケットを変更するようなパケットを送信する場合 

・ネットワーク機器より、頻繁に ARP パケットを送信する場合 

・無線 LAN 接続している端末の場合 

[対処方法]  

現在のところ共存させる方法がございません。ネットワーク遮断機能を最重要視してお使い頂きたい

場合は、ネットワーク環境の変更を検討していただく必要があります。 

 

（2） PC パトロール BOX 本体と遮断マネージャをインストールした端末は遮断対象となりません。 

 

（3） 遮断の有効度合や有効になるまでの時間は、Windowsのネットワーク機能を利用しているため、ユーザー

側で調整できません。 

 

（4） Web フィルタリングがインストールされている環境に、遮断監視マネージャをインストールできません。 

  [対処方法]  

・現在のところ共存させる方法がありません。 

 

 

 

1.8 その他の制限  
 

（1） パーソナルファイアウォールなどで PC パトロール BOX の通信をブロックすると、情報送信や禁止設定が

行われなくなります。 

[対処方法] 

PC パトロール BOX のプログラムや使用ポートをブロックしないでください。 

 

（2） Windows ファイアウォールの設定により、不正接続検出でネットワークに接続した端末を検出できない事

があります。 

   [対処方法] 

      監視遮断マネージャを設置してください。 

 

（3） Windows 版監視遮断マネージャで、ネットワークインターフェースが有効でない場合などに、アプリケーシ

ョンエラーが発生する場合があります。 

[対処方法] 

監視遮断マネージャを再起動してください。 

 

（4） アラートメール送信は SMTP および SMTP AUTH のみに対応しております。通信が暗号化される場合

（Outlook と Exchange Server 間の RPC 暗号化機能など）には対応しておりません。 

 

（5） エージェントをインストール時に、互換モードが有効になっている場合に正常にエージェントがインストー

ルされません。 

[対処方法] 

以下のレジストリのキーそのものを削除してください。 
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・HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers 

・HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layeｒs 

※誤ったレジストリを削除すると、OS が起動しなくなる恐れがありますので、慎重に行ってください。削

除後、エージェントインストーラーをデスクトップなど別の場所にコピー してインストールを行ってくだ

さい。 

 

（6） Windows 8.1 以降、各 OS のエディション名が以下の様に表示されます。 

Windows 8.1 Pro → Windows 8.1 Professional 

Windows 8.1 Enterprise → Windows 8.1 Enterprise 

Windows 10 Pro → Windows 10 Professional 

Windows 10 Enterprise → Windows 10 Enterprise 

Windows Server 2012 Standard → Windows Server 2012 Server Standard 

Windows Server 2012R2 Standard → Windows Server 2012R2 Server Standard 

Windows Server 2016 Standard → Windows Server 2016 Server Standard 

Windows Server 2019 Standard → Windows Server 2019 Server Standard Edition 

 

（7） エージェントをインストールすると、Windows の「オートラン」機能が停止します。この停止は、エージェント

がアンインストールされても継続します。 

 


