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1.製品の特徴 

 正確かつ迅速な個人情報の検出 

 個人情報保護法に基づく個人情報の処理 

 多様なファイル形式からの検出 

「MS Office、一太郎、電子メール、圧縮ファイル含む」 

 標準設定の個人情報を検出 

「マイナンバー、クレジットカード番号、携帯電話番号、電子メール、運転免許番号、旅券番号、電話番号、

口座番号、名前、住所」 

 任意設定「正規表現形式、平文テキスト」の個人情報を検出 

 多様な被検査装置からの検出「ドライブ形式で認識可能な保存装置」 

 検査に関する豊富な性能調整オプション 

 検査結果をレポート形式で提供 
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2.製品の機能 

■個人情報検査機能  

 PC の記憶媒体に保存されている個人情報を含んだファイル(以下「個人情報ファイル」)をファイル単位で検

出します。 

 ワンクリックで個人情報ファイルを検査する「検査」メニューと検査に必要な項目を都度設定して検査する

「カスタム検査」を実行できます。 

 マイナンバー、口座番号、クレジットカード番号、電話番号、運転免許証番号、旅券番号などの多様な個人

情報を検出できます。 

 

■スケジュール検査機能  

 設定したスケジュールに基づき自動で個人情報の検査が実施できます。 

 

■使用者設定パターン検査機能  

 使用者が任意に設定（正規表現形式や平文テキスト）する個人情報を検出できます。 

 

■個人情報ファイル暗号化機能  

 個人情報ファイルを暗号化できます。 

 米国国立標準技術研究所（NIST）が推奨する AES-256 アルゴリズムにより高いセキュリティを実現します。 

 

■個人情報ファイル完全削除機能  

 ファイルを完全削除（ファイル復元が不可能な状態）できます。 

 国際標準の削除規格である U.S. DoD 5220.22-M (ECE)アルゴリズム等 10 種類から削除方式を選択すること

ができます。 

 

■レポート機能  

 個人情報の検査結果をレポート形式で提供できます。 

 レポート形式は、検査結果の要点をまとめた要約レポートと詳細な検査結果を出力する詳細レポートを選択

できます。   
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■操作履歴機能  

 検査や暗号化等の操作状況を操作履歴として記録します。 

 操作履歴の記録は保管期間又は容量での指定が可能です。  

 

■性能調整機能  

 検査対象とするファイルサイズや 1 ファイルの検査に割り当てる時間の制限等を設定することでより高速/効

率的な検査が可能です。 

 隠しファイル/システム関連ファイルの検査の有無を設定できます。 

 CPU 優先順位等を設定し、利用環境に適した検査が実施できます。 
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3.動作環境  

プライバシーディフェンダーの動作環境は次のとおりです。  

◆推奨環境 

プロセッサ ：Windows バージョンの要求仕様に基づきます 

サポート OS ：Windows 7 以上 

メモリー ：1GB 以上  

ファイルシステム ：NTFS,FAT32,FAT16 

検査可能装置の種類 （Windows がドライブ認識可能な保存装置） 

 HDD（IDE / SCSI / SATA / eSATA）、  

 SSD、 

 USB 外付け HDD（USB 1.1 / 2.0 / 3.0）、 

 USB メモリ（USB 1.1 / 2.0 / 3.0）  
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4.はじめに  

4.1.プログラ ムのイン スト ール  

プライバシーディフェンダーを利用して個人情報を検査するにはプライバシーディフェンダーのプログラムをダウ

ンロードしてインストールする必要があります。ダウンロードは以下のサイトから実施できます。 

ダウンロード先：http://www.aosdata.co.jp/download/pdef/ 

以下、ダウンロード後の操作を説明いたします。 

STEP 1.プログラムの実行 

「Privacy_Defender.exe」ファイルを実行します。 

STEP 2.インストールの開始 

プログラムを実行するとインストール画面が表示されます。「インストール」をクリックすると、インストールが

始まります。 

 

STEP 3.インストールの進行 

プログラムのインストールが進行します。 

 

http://www.aosdata.co.jp/download/pdef/
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STEP 4.プログラムのインストール完了 

インストールが自動的に完了しますので、「完了」をクリックして終了します。 
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4.2.プライバ シーディ フェ ンダープ ログラム の設 定  

STEP 1：プライバシーディフェンダープログラムの検査準備 

開始メニューに登録されているプライバシ－ディフェンダ－プログラムを実行します。又はデスクトップに次のア

イコンが作成されていますので、アイコンをダブルクリックします。 

 

使用者の Eメールとパスワードを入力する画面が表示されます。使用者Ｅメールとパスワード（管理者が登録した

パスワード）を入力し、右下の「ログイン」をクリックします。クラウドへの接続が正常に終了しますと、プライ

バシーディフェンダープログラムが起動し、検査の準備が終了します。 

パスワードは英字の大文字及び小文字、数字、特殊文字（＠,#,& 等）を含む 6 文字以上である必要があります。 

 

 

STEP 2：メイン画面 

プログラムが起動しメイン画面が表示されます。 
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メイン画面上部で表示されるアイコンの意味は次のとおりです。 

 

 

個人情報検査を実行しない場合、検査後の個人情報ファイルの 

文書処理が 50%未満である場合「警告」の表示となります。  

 

個人情報検査後に個人情報ファイルの処理が 50%以上で 

100%未満である場合に「注意」の表示となります。 

 

個人情報検査後に個人情ファイルの処理が 100%である場合に 

「正常」の表示となります。 

 

メイン画面下部の各メニューの内容は次のとおりです。 

 検査：ワンクリック検査（「設定」で選択した検査対象フォルダ、個人情報のタイプ、ファイル形式の内容

で検査） 

 カスタム検査：検査に必要な項目を逐次選択して進める検査 

 履歴：操作や暗号化等の各種履歴 

 設定：スケジュール検査設定、検査対象フォルダ選択、個人情報のタイプ、ファイル形式、暗号の設定、完

全削除管理、操作履歴管理、レポート管理、性能設定 

 プログラム情報：プログラム情報やライセンス情報等 
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5.検査  

PC 内に存在する個人情報ファイルを検査します。 

検査の方法には「検査」、「カスタム検査」及び「スケジュール検査」があります。 

「検査」-「設定」メニューの内容に基づいて個人情報を検査します。「カスタム検査」-検査に必要な項目を都度

設定して検査します。 

「スケジュール検査」-「設定」メニューの内容に基づいて、スケジュール設定した日時に自動で個人情報を実施

します。 

検出できる個人情報のタイプ及びファイル形式は次のとおりです。 

個人情報の種類  

 マイナンバー 

 口座番号 

 クレジットカード番号 

 電話番号 

 携帯電話番号 

 電子メール 

 運転免許番号 

 旅券番号 

 郵便番号 

 住所 

 名前 

 使用者指定の内容：使用者が設定したパターン（正規表現形式、平文テキスト形式） 

 

ファイルの形式  

 MS Office ワード（doc,docx） 

 MS Office エクセル（xls,xlsx） 

 MS Office パワーポイント（ppt,pptx） 

 PDF（pdf） 
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 一太郎（jtd） 

 テキスト（rtf,txt,xml,csv） 

 ウェブ（htm,html） 

 Open Office（odp,ods,odt,sxc,sxw,sxi） 

 電子メール（pst,msg,eml,dbx） 

 圧縮ファイル（zip,tar,gz,rar） 

 データベース（mdb,accdb） 

 

5.1.検査  

ワンクリックで個人情報を検査します。「検査」メニューは「設定」メニューで選択されている内容に基づいて実

行されます。「検査」メニューの検査内容を変更したい場合は「設定」メニューから各項目の設定を行ってくださ

い。 

STEP 1：検査開始 

「設定」メニューで検査する設定内容（検査対象フォルダ、個人情報のタイプ、ファイル形式等）を確認してくだ

さい。設定内容が御希望どおりの設定でない場合は適宜変更してください。（一度「設定」メニューで設定した内

容は変更が無い限り次回以降も継続保持されます） 

「設定」メニューでご希望通りの設定である場合は、メイン画面右側下段の「検査」メニューをクリックします。 
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STEP 2：検査進行 

検査が始まり、進行状況が表示されます。 

 

STEP 3：検査完了 

検査が終了すると下図のような表示になります。 

 

STEP 4：個人情報ファイルの処理 

「新しいウィンドウで見る」メニューを選択すると拡大したウィンドウで検査結果を参照できます。 
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「詳細な参照」メニューは、ファイルを選択した後クリックすることでファイル内の個人情報の概要を参照するこ

とができます。 

次の 3 つのメニュー（「個人情報ファイル管理台帳」メニュ―以外）は“6.検査後の処理”に該当します。 

 「例外処理」メニュー： 

個人用途や個人情報として取り扱う必要の無いファイル又は取り扱うことが不適切なファイルは例外処理を

選択し次回以降の検査対象から除外できます。細部使用方法は、6.3.例外処理を参照して下さい。 

 「暗号化」メニュー： 

個人情報ファイルを暗号化します。細部使用方法は、6.2.暗号化を参照して下さい。 

 「完全削除」メニュー： 

個人情報ファイルを完全に削除します。細部使用方法は、6.1.完全削除を参照して下さい。 

 「個人情報ファイル管理台帳」メニュー： 

個人情報ファイルの管理台帳を作成し、次の PDF 等のファイル形式で保存できます。使用方法の細部は、7.2.

個人情報ファイル管理台帳を参照して下さい。 

5.2.カスタム 検査  

検査に必要な設定内容を都度選択して検査します。検査対象フォルダ、個人情報のタイプ、ファイル形式を選択し

ますが、設定内容は継続して保持されません。 

STEP 1：カスタム検査の選択 

メイン画面下段の「カスタム検査」メニューをクリックします。 
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STEP 2：対象フォルダ選択 

カスタム検査の対象とするフォルダのチェックボックスを選択します。「次」メニューをクリックします。 

 

STEP 3：個人情報のタイプを選択 

チェックボックスを利用して、検査対象とする個人情報のタイプを選択します。個人情報のタイプに無い形式の個

人情報を検査する場合、使用者が定義する個人情報（正規表現形式または特定のテキスト（平文テキスト））を検

査することができます。この場合、画面下段の「カスタム」メニューをクリックします。 

 

STEP 4：使用者による定義（個人情報タイプ） 

「正規表現形式」メニューまたは、「平文テキスト(text)形式」メニューを選択して検査しようとする個人情報の

パターンを入力後、「追加」メニューをクリックし定義した内容を登録します。 
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追加が完了した後「確認」メニューをクリックします。 

＊使用者定義の設定が不要になった場合には、不要になった項目を選択した後「削除」メニューをクリックして下

さい。 

 

■使用者定義オプションの凡例  

【例】正規表現形式 

 「privacy」というテキストとテキストの後に８桁の数字が入る個人情報ファイルを検査する場合、次の正規表現

形式を追加します。 

  Privacy[0-9]{8} 

【例】平文テキストの例 

「privacy2016」というテキストが存在する個人情報ファイルを検査する場合、次の平文テキストを追加します。 

  privacy2016 

 

STEP 5：個人情報の種類選択 

個人情報の種類選択完了後、「次」メニューをクリックします。 
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STEP 6：ファイルの形式選択 

検査の対象とするファイルの形式を選択します。 

 

STEP 7：カスタム検査開始 

「スタート」メニューをクリックし、検査開始確認画面で「はい」をクリックするとカスタム検査が開始されます。 

 

STEP 8：カスタム検査進行 

カスタム検査の進行状況が表示されます。 
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STEP 9：カスタム検査完了 

カスタム検査が完了すると下図のような表示になります。 

 

STEP 10：個人情報ファイルを処理します。 

個人情報ファイルの処理に関しては、5.1 検査の STEP4 を参照して下さい。 
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5.3.スケジュ ール検査  

設定した日時に自動で個人情報を検査します。 毎日、毎週、毎月を区分として日時を設定できます。毎週、毎月

は複数日を設定できます。検査項目は「設定」メニューで選択した内容が参照されます。 

STEP 1：設定メニューを選択します。 

メイン画面下段左の「設定」メニューをクリックします。 

 

STEP 2：スケジュール検査の設定 

スケジューラーを選択します。スケジュール検査機能を設定しない場合は「設定しない」メニューを選択します。 

 

 

「毎日」メニュ―を選択すると、使用者が選択した時間にスケジュール検査を毎日実施します。 

 

「毎週」メニューを選択すると、使用者が選択した曜日および時間にスケジュール検査を実施します。曜日は複数

選択が可能です。 

【例】毎週火、水、木曜日午前 9 時の検査を設定できます。 
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「毎月」メニューを選択すると、使用者が選択した日および時間にスケジュール検査を実施します。日は複数選択

が可能です。 

【例】毎月 5 日,13 日,27 日午後 6 時の検査を設定できます。 

 

STEP 3：スケジュール検査後の設定 

スケジュール検査後にレポートを作成することができます。 

作成するレポートの種類を「検査後要約レポート作成」メニュー、「検査後詳細レポート作成」メニューのチェッ

クで指定します。（両方を選択することもできます）「確認」メニューをクリックして、スケジュール検査設定を

完了します。 

 

■検査後に生成するレポートの保存場所について  

スケジュール検査後に作成されるレポートはデフォルトでは次の場所に保存されます。 

（32bit 版 PC の場合）C：￥Program Files￥AOSDATA￥PrivacyDefender￥PrivacyDefender￥Reports 

（64bit 版 PC の場合）C：￥Program Files (x86)￥AOSDATA￥PrivacyDefender￥PrivacyDefender￥Reports 

＊レポート保存場所は「設定」 > 「レポート管理」メニューから変更することができます。 
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STEP 4：スケジュール検査開始 

スケジュールを設定した日時になると画面右下に検査開始お知らせメッセージが表示されて、スケジュール検査が

始まります。この際、プライバシーディフェンダープログラムが動作しているとスケジュールは実行されません。

スケジュールを実行するにはプログラムを終了してください。 

 

 

STEP 5：スケジュール検査完了 

スケジュール検査が完了すると、画面右下に検査完了のお知らせメッセージが表示されます。 

 

STEP 6：個人情報ファイルを処理します。 

個人情報ファイルの処理に関しては、5.1 検査の STEP4 を参照して下さい。 
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6.検査後の処理 

6.1.完全削除  

ファイルを完全に削除（復元不能な状態）します。 

完全削除は検査終了後または、「履歴」メニューから実施できます。国際標準削除規格である U.S DoD 5220.22-

M (ECE)アルゴリズム等、10 種類の削除方式から選択可能です。ファイルを完全削除した場合、復元は不可能と

なりますので、確認しながら慎重に実施して下さい。 

STEP 1：完全削除の設定 

画面左側下段の「設定」メニューをクリックします。「完全削除管理」メニューを選択します。 

 

STEP 2：完全削除方式選択 

完全削除方式を選択します。削除方式選択後、「確認」メニューをクリックします。 
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完全削除方式の説明  

 Single Pass (0x00) / 1 Pass（速度：早い、セキュリティ：低い) 

固定された値(0x00)を全てのセクターに 1 回書き込みます。 

 Single Pass (0xFF) / 1 Pass (速度：早い、セキュリティ：低い) 

固定された値(0xFF)を全てのセクターに 1 回書き込みます。 

 Single Pass (random) / 1 Pass (速度：早い、セキュリティ：低い) 

ランダムな値を全てのセクターに 1 回書き込みます。  

 US Army AR380-19 / 3 Pass(速度：遅い、セキュリティ：中) 

ランダム値、任意値、任意値の補数値を計 3 回、全てのセクターに書き込みます。 

 US Air Force 5020 / 3 Pass(速度：遅い、セキュリティ：中) 

値(0x00)、値(0xFF)、任意値の計 3 回、全てのセクターに書き込みます。 

 U.S DoD 5220.22-M / 3 Pass(速度：遅い、セキュリティ：中 ) 

ランダム値、任意値、任意値の補数値を計 3 回、全てのセクターに書き込みます。 

 U.S DoD 5220.22-M(ECE) / 7 Pass(速度：遅い、セキュリティ：高い) 

任意値等を計 7 回、全てのセクターに書き込みます。 

 US NSA erasure / 7 Pass(速度：遅い、セキュリティ：高い) 

任意値等を計 7 回、全てのセクターに書き込みます。 

 Bruce Schneier / 7 Pass (速度：遅い、セキュリティ：高い) 

任意値を計 7 回、全てのセクターに書き込みます。 

 Peter Gutmann / 35 Pass(速度：非常に遅い、セキュリティ：非常に高い)  

任意値を計 35 回、全てのセクターに書き込みます。 
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STEP 3：完全削除方式の設定完了 

確認画面で「ＯＫ」をクリックすると設定が完了します。 

 

STEP 4：(「履歴」メニューから削除する場合)完全削除 

メイン画面で「履歴」メニューをクリック、「未処理ファイル履歴」メニューを選択します。完全削除を実行する

ファイルをチェックボックスで選択します。「完全削除」メニューをクリックします。 

＊「履歴」メニューから完全削除を実施する際の削除方式は、「設定」－「完全削除管理」メニューで設定した方

式となります。 

 

STEP 5：(検査終了後削除する場合)完全削除 

「検査」または「カスタム検査」が完了します。完全削除するファイルをチェックボックスで選択します。 

複数のファイルを一度に選択する場合、初めのファイルを選択した後、最後のファイルを Shift キーを押しながら

選択した後、スペースキーを押すことで設定します。「完全削除」メニューをクリックします。 

＊検査終了後に完全削除を実施する際の削除方式は、「設定」－「完全削除管理」メニューで設定した方式となり

ます。 



 

24 プライバシーディフェンダー 

 

STEP 6：削除実施の確認 

削除実施の確認画面で「はい」をクリックすると完全削除が実行されます。 

 

STEP 7：削除完了 

完全削除が完了すると確認画面が表示されます。「ＯＫ」をクリックして完了します。 
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6.2.暗号化  

個人情報ファイルを暗号化できます。暗号化は検査後または、履歴メニューから実施できます。米国国立標準技術

研究所（NIST）が推奨する AES-256 アルゴリズムを利用して暗号化を実施します。 

STEP 1：(履歴メニューで暗号化する場合)暗号化 

メイン画面で「履歴」メニューを選択します。 「未処理ファイル履歴」メニューを選択します。暗号化するファ

イルをチェックボックスで選択します。「暗号化」メニューをクリックして暗号化を実施します。 

 

STEP 2：(検査直後に暗号化する場合)暗号化 

「検査」または「カスタム検査」が完了します。暗号化するファイルをチェックボックスで選択します。「暗号化」

メニューをクリックして暗号化を実施します。 
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STEP 3：暗号化実施の確認 

暗号化の実施確認画面で「はい」をクリックすると暗号化が進行します。 

 

STEP 4：暗号化のパスワード設定 

暗号化のパスワードを設定します。パスワードは数字、アルファベットの大文字及び小文字を含み、8 桁以上（16

桁以下）でなければなりません。「確認」をクリックします。 

 

  注 意  パスワードを忘れると復元が不可能になります。パスワードは忘れないようにしてください。 
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STEP 5：パスワード設定完了 

暗号化のパスワードが設定されたことが表示されます。 

＊暗号化のデフォルトパスワードとは、恒常的に暗号化に使用するパスワードのことです。デフォルトパスワード

は「設定」－「暗号の設定」メニューから設定できます。 

 

STEP 6：暗号化完了 

暗号化されたファイルは、暗号化したファイルと同じ場所に保存されます。 
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STEP 7：暗号化ファイルの復号 

メイン画面で「履歴」メニューを選択します。「暗号化履歴」メニューを選択します。復号するファイルを選択し

ます。「復号」をクリックします。 暗号化時に設定したパスワードを入力します。復号が実行されます。 

 

6.3.例外処理  

例外処理を設定することで、個人情報ファイルのうち、個人用途や個人情報として取り扱う必要のない又は取り扱

うことが不適切なファイルを次回以降の検査対象から除外できます。 例外処理は検査直後または、「履歴」メニ

ューから設定できます。 

STEP 1：(履歴メニューで例外処理する場合)例外処理 

メイン画面で「履歴」メニューを選択します。例外処理するファイルをチェックボックスで選択します。 

「例外処理」メニューをクリックします。 
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STEP 2：(検査直後例外処理する場合)例外処理 

「検査」または「カスタム検査」が完了します。例外処理するファイルをチェックボックスで選択します。「例外

処理」メニューをクリックします。 

 

STEP 3：例外処理の確認 

例外処理確認画面で「はい」をクリックします。 

 

STEP 4：例外処理完了 

例外処理が終了すると確認画面が表示されます。「OK」で完了します。 

 



 

30 プライバシーディフェンダー 

7.レポート・個人情報ファイル管理台帳  

個人情報検査結果をレポートや個人情報ファイル管理台帳で保管できます。 

 レポート：個人情報検査結果および処理結果をレポートで提供します。要約レポートと詳細レポートの 2 つの

形式が御利用できます。 

 個人情報ファイル管理台帳：個々の個人情報ファイルについて台帳形式で保管できます。 

7.1.レポート  

メイン画面右上部に表示されている「最終検査日」の検査結果に関する個人情報検査結果および処理結果をレポー

トとして作成できます。要約レポートは、個人情報検査結果および処理結果に関して主な内容を要約したレポート

です。詳細レポートは、個人情報検査結果および処理結果に関して詳細な内容を確認できるレポートです。 

STEP 1：履歴メニューを選択 

メイン画面で「履歴」メニューを選択します。 

 

STEP 2：レポートメニューを選択 

「レポート」メニューを選択します。 
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STEP 3：レポート形式および保存形式等選択 

「要約レポート」または「詳細レポート」を選択します。検査実施者情報を入力します。検査実施者情報の項目は

要約レポートと詳細レポートでは異なります。保存形式および保存場所を設定します。 

 

レポートに関するオプション  

レポート保存形式が設定できます。 

レポート保存形式は PDF(.pdf) / MS Word(.docx)/ MS Excel(.xlsx) / HTML(.html)の各ファイル形式から選択でき

ます。また、保存場所はデフォルトの保存場所である「設定」-「レポート管理」メニューで設定した内容が表示

されています。他の場所に保存する場合には保存場所表示の右側のメニューをクリックして、保存する場所を設定

してください。 

STEP 4：レポートメニュー実行 

(レポート内容を確認する場合) 「プレビュー」メニューをクリックします。 

(レポートをファイルで保存する場合) 「保存」メニューをクリックします。 
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STEP 5：レポート「プレビュー」メニューを選択の場合 

【例】要約レポートのプレビュー画面 

 

【例】詳細レポートのプレビュー画面 
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STEP 6：レポート「保存」メニューを選択した場合 

「保存」メニューを選択した場合、保存先と保存が終了した旨表示されます。 

 

7.2.個人情報 ファイル 管理 台帳  

個人情報を検査して個人情報ファイルが検出された場合、個々の個人情報ファイルに対する検出結果を台帳の形式

で生成できます。個人情報ファイル管理台帳は「履歴」-「未処理ファイル履歴」メニューと検査の終了時に作成

することができます。また、PDF(.pdf) / HTML(.html) / MS Word(.docx) / MS Excel(.xlsx)の各ファイル形式で作

成できます。 

STEP 1：（履歴メニューから）個人情報ファイル管理台帳の生成する場合 

メイン画面で「履歴」-「未処理ファイル履歴」メニューを選択します。個人情報ファイル管理台帳で管理するフ

ァイルをチェックボックスで選択します。複数選択することにより一括で作成することも可能です。 
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STEP 2：（検査終了時に）個人情報ファイル管理台帳を作成する場合 

「検査」または「カスタム検査」が終了します。個人情報ファイル管理台帳で管理するファイルをチェックボック

スで選択します。「個人情報ファイル管理台帳」メニューをクリックします。 

 

STEP 3：保存場所の設定 

保存場所およびファイル名を設定します。ファイルの種類からファイル形式（PDF、html、docx、xlsx）を選択し

ます。「保存」メニューをクリックします。 

 

STEP 4：個人情報ファイル管理台帳作成完了 

個人情報ファイル管理台帳が作成されたことが表示されます。 
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STEP 5：個人情報ファイル管理台帳の確認 

保存場所に移動して、ファイル形式のアプリケーションから当該ファイルを読み込むことで、作成された個人情報

ファイル管理台帳が確認できます。 

 

  



 

36 プライバシーディフェンダー 

8.その他の機能 

8.1.履歴メニ ュー  

「履歴」メニューのサブメニューには「未処理ファイル履歴」「暗号化履歴」「例外処理履歴」「操作履歴」「レ

ポート」の各メニューがあります。 

STEP 1：履歴メニュー選択 

メイン画面で「履歴」メニューを選択します。 

 

STEP 2：各サブメニューの内容 

履歴メニューのサブメニューが左側に表示されます。 

「新しいウィンドウで見る」メニューをクリックすると全画面ウィンドウで確認できます。 

レポートに関しては、7.1 項「レポート」を参照してください。 

 「未処理ファイル履歴」メニュー：後に処理されていないファイルを確認できます。 
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 「暗号化履歴」メニュー：暗号化処理したファイルを確認できます。また、暗号化処理したファイルの復号が

実施できます。細部は 6.2 項を参照して下さい。 

＊ファイルを復号する前に使用者プログラムをアンインストールすることでファイルの復号ができなくなっ

た場合には「Privacy Defender Decryptor」プログラムを利用することで復号が可能です。細部は 9.FAQ- 9.2

個人情報処理-3 項をご参照下さい。 

 

 「例外処理履歴」メニュー：例外処理したファイルを確認できます。また、例外処理を解除することができま

す。細部は 6.3 項をご参照下さい。 

 

 「操作履歴」メニュー：プライバシーディフェンダーの操作履歴が確認できます。また、操作履歴の削除及び

CSV ファイル形式での保存ができます。 
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8.2.設定メニ ュー  

プログラムを効率的に使うための各種設定ができます。「設定」メニューで設定した内容はデフォルト値として維

持されます。 

STEP 1：メイン画面 

メイン画面左下段の「設定」メニューをクリックします。 

 

STEP 2：「設定」メニューの内容 

設定メニューには次のようなサブメニューがあります。 

 

 

・ スケジューラー：スケジュール検査の設定 

・ 検査対象フォルダ：検査するドライブ又はフォルダ設定 

・ 個人情報のタイプ：検査する個人情報の種類設定 

・ ファイル形式：検査する個人情報ファイル形式の設定 

・ 暗号の設定：暗号化パスワードの設定 
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・ 完全削除管理：完全削除方式の設定 

・ 操作履歴管理：操作履歴の保管期間・保管容量の設定及び削除の際のお知らせメッセージ表示/非表示の

設定 

・ レポート管理：レポート作成時に必要な作業者情報および保存ファイル形式及ぶ保存場所の設定 

・ 性能：検査時の PC の性能設定及びシステム関連フォルダを検査対象に含めるか等の設定 

 

 スケジューラー設定：5.3 項をご参照ください。 

 検査対象フォルダ：デフォルトの検査対象ドライブまたはフォルダを設定できます。 

 

 個人情報のタイプ：デフォルトの個人情報のタイプを設定できます。  

マイナンバー/口座番号/クレジットカード番号/電話番号/携帯電話番号/電子メール/運転免許番号/パスポー

ト番号/郵便番号/住所/名前から選択できます。また、カスタムを選択することで使用者定義により個人情報

のタイプにない内容を追加できます。カスタムは正規表現形式と平文テキスト（テキスト）形式で設定でき

ます。 
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 ファイル形式：デフォルトの検査対象ファイル形式を設定します。 

MS Office ワード/ MS Office エクセル/ MS Office パワーポイント/ PDF /一太郎/テキスト/ウェブ/ Open 

Office /電子メール/圧縮/データベースから選択できます。 

 

 暗号の設定：暗号化に使用するデフォルトのパスワードを設定できます。 

 

 完全削除管理：デフォルトの完全削除の消去方式を設定できます。  
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 操作履歴管理：操作履歴の保管期間又は保管容量等を設定できます。 

 

 レポート管理：レポートの使用者情報の参照及びデフォルトの保存形式及び保存場所を設定できます。ここで

参照できる使用者情報は管理者が設定した内容となります。 

 

 性能設定：検査時の性能に影響する機能を設定できます。  

 

 隠しファイル検査：隠しファイルを検査対象とする設定ができます。 

 システム関連フォルダ検査：システム関連のフォルダを検査するかどうかの設定ができます。 
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 検査時節電モード、スクリーセーバの停止：検査時に節電モードおよびスクリーンセーバの動作の許すかどう

かを設定できます。 

 CPU 優先順位：検査時の CPU 優先順位を設定できます。デフォルト設定は「中」です。 

 ファイル別最大検査時間：各ファイルの検査に最大割り当てできる検査時間を設定できます。デフォルト設定

は「5 分」です。 

 最大検査ファイルのサイズ：設定したファイルサイズ以下のファイルを検査します。デフォルト設定は

「100MB」です。 

 同時検査ファイル数：同時に検査するファイル数を設定します。デフォルト設定は「５」件です。 

8.3.プログラ ム情報メ ニュ ー  

プログラムの基本情報やライセンス情報等を参照することができます 

STEP 1：プログラム情報メニューの選択 

メイン画面左下段の「プログラム情報」メニューをクリックします。 

 

STEP 2：プログラム情報メニューの内容 

プログラム情報メニューには次のサブメニューがあります。 
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・ 基本：プログラム説明および HP・問い合わせ先情報を確認できます。 

・ バージョン：プログラムの製品名とバージョン情報を確認できます。 

・ ログイン：ログイン情報や自動ログイン利用の有無を確認できます。 

・ ライセンス：ライセンス情報や使用可能期間を確認できます。 

・ 関連技術情報：法的情報等をリンク先から確認できます。 
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9.FAQ 

9.1.個人情報 検査  

➊USB メモリーや共有ドライブも検査可能なのですか? 

検査可能です。 

ドライブとして認識可能なすべての保存装置を検査できます。 

➋隠しファイルやシステム ファイルも検査可能なのですか? 

検査可能です。 

「設定」 > 「性能」メニューで隠しファイル、システム ファイル検査の有無を設定できます。 

➌何度も圧縮されたファイルも検査可能なのですか? 

検査可能です。 

最大 12 回圧縮されたファイルまで検査できます。 

➍自動で検査する機能がありますか? 

スケジュール機能で自動検査が可能です。スケジュール機能は使用者が設定した日時に合わせて、自動で個人情報

検査を進行する機能です。 該当機能の使用方法は、スケジュール検査を参照して下さい。 

➎個人情報のタイプに無い個人情報の場合、検査は可能なのですか? 

正規表現形式または平文テキスト形式で設定できる形式であれば検査は可能です。正規表現形式は特定パターンを、

平文テキストは特定テキストを検査する機能です。 該当機能の使用方法は、カスタム検査を参照してください。 

➏電子メール情報が正確に検出されてないようです？ 

Outlook または、電子メール関連プログラムが実行されている場合、電子メール情報の検出が正確でない場合があ

ります。 Outlook または、電子メール関連プログラムを終了して再び検査を進行してください。 

 

9.2.個人情報 処理  

➊複数のファイルを一括して選択するにはどうしますか？ 

複数のファイルを一度に選択するには、初めのファイル（一番上部）を選択した後、最後のファイルを Shift キー

を押しながら選択した後、スペースキーを押すことで選択できます。 

➋暗号化パスワードを忘れてしまいました。 

残念ですが暗号化パスワードを忘れてしまった場合、復号をすることはできません。  
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➌暗号化されたファイルを残したまま、プライバシーディフェンダーのプログラムをアンインストールしてしまい

ました。復号は可能ですか? 

復号専用のプログラムを利用して復号することが可能です。復号専用のプログラム「Privacy Defender 

Decryptor」をダウンロード（http://www.aosdata.co.jp/download/pdef/）してインストールます。暗号化された

ファイル又はフォルダを選択して、暗号化パスワードを入力することで復号ができます。 

 

  

http://www.aosdata.co.jp/download/pdef/
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