
J＠iro Scope 機能概要
カテゴリ 機能 内容
電源･ログオン・ログオフ

電源投入
クライアントの電源をリモート投入(Wake on LAN)します。
任意の実行日時を指定する、スケジュール実行も可能です。

電源投入（中継）
リストにて選択されているクライアントの電源を投入します。
起動中の任意のクライアントを中継する事により、セグメントが異なるクライアントの電源を投入することが出来ます。

電源切断
クライアントの電源を切断(シャットダウン)します。
任意の実行日時を指定する、スケジュール実行も可能です。

再起動
クライアントを再起動(リブート)します。
任意の実行日時を指定する、スケジュール実行も可能です。

ログオン
任意のアカウント情報(ユーザー名、パスワード、ドメイン)でクライアントをログオンさせます。任意の実行日時を指定す
る、スケジュール実行も可能です。
ログオン情報をファイルから取得し、クライアントごとに異なるアカウントでログオンさせる事も出来ます。

ログオフ
ログオン中のクライアントをログオフします。
任意の実行日時を指定する、スケジュール実行も可能です。

スリープ クライアントをスリープ状態にします。

休止状態 クライアントを休止状態にします。

スリープ、休止状態解除
「スリープ」又は「休止状態」となっているクライアントに対し、選択したクライアントに対し、「スリープ」又は「休止状態」を
解除します。

省電力機能の抑止
電源投入（スケジュール） リストにて選択されているクライアンに対し、タスクに登録して電源投入を実行することが出来ます。

電源切断（スケジュール） リストにて選択されているクライアントに対し、タスクに登録して電源切断を実行することが出来ます。

再起動（スケジュール） リストにて選択されているクライアントに対し、タスクに登録して再起動を実行することが出来ます。

ログオン（スケジュール）
ログオフ（スケジュール）

警告文の表示
コントローラーから「電源切断」、「再起動」および「ログオフ」のコマンドが送信された際、直ちに実行せずに警告文を表
示して任意の時間待機させることが出来ます。

スケジュール管理 スケジュール登録された内容を確認したり、実行日時の変更が可能です。

起動時自動ログオン
起動時自動ﾛｸﾞｵﾝｻｰﾊﾞｰの設定
ログオン情報登録 クライアントごとに異なるアカウントで同時にログオンすることが出来ます。

自動ログオン登録 クライアント起動時、任意のアカウントで自動ログオンさせる事が出来ます。

リモート操作

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽ ﾛｯｸ
クライアントのキーボード、マウスをロックし、操作が出来ないようにします。[Ctrl + Alt + Delete]のキー操作も無効にな
ります。

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽ ﾛｯｸ解除 キーボード、マウスをロックし、操作が出来ないようにしているクライアントの解除を行います。

リモート実行
クライアントで任意のアプリケーションを実行させることが可能です。
よく利用するアプリケーションを登録しておき、一覧から選択するだけで実行できます。
ログオンしているユーザーと異なる権限で実行させることが可能です。

コマンドの送信
任意のプログラムやバッチファイルをクライアントで実行します。
URL を送信すれば、クライアントで Web ページを表示させることも可能です。
ログオンしているユーザーと異なる権限で実行させることが可能です。

リモートコントロール
オリジナルのリモートコントロールソフトを内蔵しています。
リモートデスクトップや VNC などのリモートコントロールソフトと連携した動作も可能です。

キー入力の一括送信 同時に複数のクライアントに対してキー入力操作を行うことが出来ます。

クリップボード送信 コントローラーのクリップボードに入っている内容を、クライアントのクリップボードにコピーします。

クリップボード取得
ウィンドウコントロール クライアントに表示されているウィンドウの表示状態を変更します。

プログラムを強制終了 クライアントで起動中のプログラムを強制終了させることが出来ます。

全プログラムを強制終了 クライアントで実行中の全てのアプリケーションを、瞬時に強制終了させることが出来ます。

ネットワーク設定
ショートカット作成
音量の設定 クライアントの内部時計(システム時計)をコントローラーの時刻に合わせることが出来ます。

時計を合わせる クライアントの内部時計(システム時計)をコントローラーの時刻に合わせることが出来ます。
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カテゴリ 機能 内容
監視・画像取得

クライアント情報取得

クライアントの動作状態に関する次の詳細情報を取得します。
　・デスクトップ画像(縮小サイズ)
　・表示中のウィンドウのタイトル(キャプション)一覧
　・実行中のプログラム一覧(プロセス)
　・インストールされているアプリケーション一覧
　・登録されているサービス一覧と動作状態
取得した情報は履歴として自動保存され、いつでも過去のデータを呼び出して確認することが可能です。

クライアント巡回開始 「クライアントの情報取得」を一定間隔で自動実行することが出来ます。

クライアント巡回停止 一定間隔で実行している「クライアントの情報取得」を停止します。

画像保存
表示されている縮小画像を、ビットマップ形式の画像ファイルに保存することが出来ます。保存されるのは、現在メイン
画面に表示されている画像になります。

履歴管理
「クライアント情報取得」で取得した情報について、「履歴作成」、「現在の履歴を消去」、「履歴ファイル作成」、「履歴ファ
イル読み込み」、「履歴ファイル削除」を行う。

マルチ画面監視開始
複数のクライアントのデスクトップ画像を同一ウィンドウ上に一覧表示し、監視することが出来ます。最大 126 台のクライ
アントを一覧表示可能です。

フルサイズ動画監視
リストにて選択されているクライアントのデスクトップをフルサイズで監視します。監視はクライアントの動きが動画レベル
で表示されます。

拡大画像取得 リストにて選択されているクライアントの画像を等倍サイズで取得し、別ウィンドウに表示します。

画面巡回取得
カメラ動画監視
デスクトップ録画開始
デスクトップ録画停止
デスクトップ録画回収
デスクトップ録画設定
デスクトップ録画整理
クライアント利用状況
クライアント利用状況（管理者）
ネットワークの監視

情報取得

リストの情報欄を消去

アプリインストール調査 クライアントにて任意のアプリケーションがインストールされているかどうかを調査できます。

アプリケーション一覧の取得 クライアントにインストールされているアプリケーションの一覧をファイルで取得します。

更新プログラム一覧の取得 クライアントにインストールされている更新プログラム(Windows)の一覧をファイルで取得します。

一覧ファイルの結合
ファイルバージョン調査 クライアントのディスク上にあるファイルのバージョン情報を調査し、取得できます。

ファイル検索 クライアントのディスク上にあるファイルの検索を行うことが可能です。

OS種別調査 クライアントの OS 種別(Serevice Pack 含む)を調査し、取得できます。

CPU調査 CPU 種別とクロック数を取得できます。

ネットワークデバイス調査 NIC 情報を取得できます。

WindowsプロダクトID調査 WIndows(OS)のプロダクト ID を取得できます。

OfficeプロダクトID調査 Microsoft Office のプロダクト ID をバージョン別に取得できます。

ウイルス定義のバージョン調査
クライアント環境調査 クライアントコンピューターのシステム環境に関する様々な情報を取得することが出来ます。

システム情報の回収 クライアントの「システム情報」を取得し、ファイルとして回収します。

WMI調査 「Windows Management Instrumentation」(WMI) を利用した、クライアントの様々な管理情報が取得できます。
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カテゴリ 機能 内容
利用ログ

ログ記録開始 ログの記録を開始すると、記録終了の操作を行うまで記録を継続します。(再起動後も有効)

ログ記録終了

ログ確認表示
クライアントに記録されているログを確認、表示することが出来ます。
表示内容をCSV ファイルに保存することも可能です。

ログファイル表示

ログアラート表示
予め設定された条件を満たす動作が検知された場合、直ちにコントローラーに対して通報することが出来ます。
通報を受け取ったコントローラーは、任意のメールアドレスにその内容を送信する事も可能です。

ログ回収
クライアントにて記録されているログをコントローラーに回収します。
スケジュールによる回収の他、様々なタイミングでの自動回収も可能です。

ファイルサーバーからログ回収
FTPからログ回収
回収済みログの整理 クライアントから回収したログをコンピュータ別に結合してファイル保存することが出来ます。

ログの結合
「回収済みログの整理」機能によって、クライアントコンピュータ別に整理されたファイルを1 つのログファイルに結合し、
保存することが出来ます。

ログの破棄
ログの回収を行わないで、クライアントに記録されているログを破棄(消去)します。

ログの設定
「ログ回収」にて回収するログのタイミング（自動回収）、記録内容、アラート設定、回収フォルダ（コントローラ側）、保存
フォルダ（クライアント側）、ログ記録のメモリー保持件数、ログファイルの最大サイズを設定、変更することができます。

ログサーバーの設定
複数のコントローラーにてクライアントを管理している場合、ログの回収を行うコントローラーは不定になりますが、ログを
回収するコントローラーをログサーバーとしてクライアントに登録することにより、クライアントは常に特定のコントロー
ラーに対してのみログを転送するように出来ます。

ログ設定内容の確認
クライアントに設定されているログの設定内容(自動回収方法、記録内容、ログアラート機能、保存フォルダ、メモリー保
持件数)を確認、表示することが出来ます。

資産管理

資産管理台帳
資産管理台帳の設定
インストールアプリ一覧
インストールアプリ検索
インストールアプリの回収設定
インストール申請一覧
インストール許可
アンインストール申請一覧
アンインストール許可
アプリ管理サーバーの設定
アプリ申請用ｼｮｰﾄｶｯﾄ作成

利用時間管理

コンピューターの利用管理
ユーザーの利用管理
利用管理を解除
利用管理動作設定
利用終了時刻確認
利用延長状況
利用延長のメール通知
利用状況確認
利用状況確認の設定
時間制限
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カテゴリ 機能 内容
利用制限・ポリシー

制限開始
リストにて選択されているクライアントに対して利用制限を課します。利用制限中は、リスト内の利用制限アイコン(左か
ら4つめの項目)が点灯します。

制限解除 利用制限を課しているクライアントのに対し、利用制限の解除を行います。

制限内容の送信 リストにて選択されているクライアントに対して利用制限の設定を送信します。

制限内容の設定

クライアントに対して下記の利用制限を課すことが出来ます。
　・アプリケーションの利用禁止(実行ファイル、ウィンドウタイトル)
　・通信のブロック(IP アドレス、ポート番号)
　・ドライブの利用(HDD、USB ドライブなど)
　・システムの制限（Windowsの終了を禁止、システムキーを無効など）

制限内容の編集 作成済み制限内容の編集を行ったり、削除を行います。

制限内容の自動配信と適用
通常、クライアントに対して制限内容の適用を行うには、「制限内容の送信」と「制限開始」の操作をコ ントローラーから
手動で行う必要があります。 予め、指定された共有フォルダに制限内容ファイルを配置しておくことで、クライアントが起
動したときに 自動適用させることができます。

配信用制限内容ファイルの作成 「制限内容の自動配信と適用」で利用するファイルを作成します。

ユーザー別制限の設定
ログオンしたユーザーごとに異なる利用制限を課すことが出来ます。
ユーザー別の制限は、通常のコンピューター別の制限に優先して機能します。

Windowsの終了禁止
プログラムの終了監視 任意のプログラムの起動状態を監視し、終了した場合に再起動させる事が出来ます。

フォルダ、ファイルの隠蔽 クライアントの任意のフォルダをエクスプローラー等から見えなくすることが出来ます。

印刷禁止 クライアントにおける印刷を禁止します。

印刷禁止解除
ポートブロック開始 リストにて選択されているクライアントの通信がブロックされます。

ポートブロック解除 リストにて選択されているクライアントの通信ブロックが解除されます。

ポートブロック設定 任意のポートを一時的に塞ぎ、通信を行えなくします。リアルタイムなファイアウォールとして利用可能です。

Webサイト規制
Webサイト規制の登録
Webサイト規制ﾌｧｲﾙの自動配布
ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙの利用制限
ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙの利用制限登録
ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙ管理ﾌｧｲﾙの自動配布
ポータブルデバイスの利用制限

ポリシー設定
クライアントのレジストリを変更することで、いくつかのポリシー設定を行います。
各タブの設定内容が全て同時にクライアントに対して適用されます。
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カテゴリ 機能 内容
利用認証

ｸﾗｲｱﾝﾄの利用認証設定
ｸﾗｲｱﾝﾄの利用認証ｺｰﾄﾞ送信
ｸﾗｲｱﾝﾄの利用認証ｺｰﾄﾞ発行

メッセージ配信

メッセージ文の送信
クライアントに対して、任意のメッセージ文を送信し、表示させることが出来ます。
受け取ったメッセージに対して返信を許可することも可能です。

PC別メッセージ文の配信 クライアントがログオンした際、任意のメッセージ文を表示することが出来ます。

ユーザー別メッセージ文の配信 クライアントがログオンした際、ユーザーごとに異なるメッセージ文を表示することが出来ます。

メッセージのタイマー表示
ﾕｰｻﾞｰ別ﾒｯｾｰｼﾞのﾀｲﾏｰ表示

ﾒｯｾｰｼﾞ文配信ｻｰﾊﾞｰの設定
複数のコントローラーにてクライアントの管理を行っている場合、本機能を利用してメッセージ文の配信を行うコントロー
ラーを、特定の1 台に固定することができます。

プレゼンテーション

マネージャー画像の配信
クライアント画像の配信 クライアントのデスクトップ画像を他のすべてのクライアントに配信して表示させる事が可能です。

取得済み画像の配信 過去に取得したクライアントのデスクトップ画像を配信し、表示させることが可能です。

画像配信の終了
「コントローラー画像の配信」および「クライアント画像の配信」の操作によって表示されているクライア
ントの画像を消去し、ロックを解除します。
リストにて選択されているクライアントのみが対象となります。

画像配信の終了（すべて）
画像配信の設定

ブラウザURLの配信
コントローラーのブラウザで表示している Web ページの URL を任意のクライアントに配信し、同一ページを表示させるこ
とが可能です。

ファイル･フォルダ操作

ファイル配布 コントローラーからクライアントに対してファイルの配布を行うことが出来ます。

ファイル配布と実行 コントローラーからクライアントに対してファイルの配布を行い、自動実行することが出来ます。

フォルダ配布 ファイルの配布を、下層フォルダ(サブディレクトリー)ごと行うことが出来ます。

ファイル回収
クライアントのディスク上にあるファイルをコントローラーに回収することが出来ます。 回収後は、コンピュータ別やユー
ザー別にフォルダに分離して保存可能です。

フォルダ回収 ファイルの回収を、下層フォルダ(サブディレクトリー)ごと行うことが出来ます。

回収済みファイルの整理 回収、圧縮保存されたファイルを「コンピュータ別」または「ユーザー別」に整理して、独立したフォルダに振り分けます。

整理済みファイルの終結
ファイル削除 クライアントのディスク上のファイルを削除することが出来ます。

フォルダ作成 クライアント上に任意のフォルダを作成することが出来ます。

フォルダ削除 クライアント上の任意のフォルダを、その下層フォルダ、ファイルと共に削除することが出来ます。

共有フォルダ作成
フォルダの共有、解除 クライアントの任意のフォルダを共有させることが出来ます。

エクスプローラで接続（共有） クライアントの任意のドライブを一時的に共有状態にし、エクスプローラーで操作することが出来ます。

エクスプローラで接続（FTP） クライアントの任意のドライブに FTP 接続し、エクスプローラーで操作することが出来ます。
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カテゴリ 機能 内容
レジストリ操作

レジストリ設定 クライアントのレジストリを追加、修正、削除することが出来ます。

レジストリのインポート レジストリファイルをクライアントに配信し、インポートします。

レジストリ値を取得 クライアントのレジストリ値を取得し表示することが出来ます。

イベントログ管理

イベントログの回収 クライアントにて記録されているイベントログをコントローラーに回収します。(アプリケーション、セキュリティ、システム)

イベントログの検索 クライアントにて記憶されているログから、条件を指定して該当する内容が記録されているか調査することが出来ます。

イベントログの表示
クライアントにて記憶されているログの内容をコントローラー側で確認表示出来ます。(アプリケーション、セキュリティ、シ
ステム)

イベントログの削除 クライアントにて記憶されているログの内容を削除することが出来ます。(アプリケーション、セキュリティ、システム)

イベントログの通知
登録・環境設定

クライアント登録
管理するクライアントをリストに追加したり、削除したりします。
グループを作成して、クライアントを所属させることも可能です。

グループ登録 クライアントを所属させるグループの登録を行います。

クライアントリストの出力
リストに表示されている内容の一部または全部をファイルに保存することができます。保存したファイルはCSV 形式のテ
キストファイルなので、他のアプリケーションで再利用できます。

管理者登録
コントローラーを利用する管理者を登録しておくことで、コマンドパネルのメニュー項目や利用制限の設定ファイルを管理
者ごとに設定することが可能となります。

メニュー切替登録

環境設定

各機能の動作に関する設定を行います。
・管理者パスワード
・管理者選択画面の表示
・グループ選択画面の表示
・クライアント巡回、マルチ画面監視間隔
・ファイル配信、回収の同時転送数
・クライアント情報の機能ボタンを無効化
・画像表示のチェックボックス
・リモートコントロール
・画像配信キー
・配信画像表示時のロック
・画像の配信方法
・ロック時の動作
・マルチ画面監視の右クリック
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カテゴリ 機能 内容
保守・メンテナンス

クライアント選択状況の確認

クライアントリストの更新

クライアントリストの内容は常に最新の状態を表示するようになっていますが、クライアントが異常終了したりネットワーク
が一時的に切断された場合などは、更新されない可能性があります。
このような場合には、対象のクライアントを選択して「クライアントリストの更新」を実行することにより、現在の状態を再
取得することが可能です。

アクティブタイム設定
クライアントリストの左から２番目に表示される「マウス」アイコンの表示条件(時間)を設定します。設定された検出時間
内にマウス操作が行われないと、「マウス」アイコンは消えます。
これにより、クライアントが現在アクティブな状態かどうかを簡単に識別することができます。

ポート番号変更
コントローラーとクライアントが通信する際に利用する基準ポート番号を変更できます。
ポート番号が一致しないクライアントとは、一切通信を行うことが出来なくなります。

リムーバブルの取り忘れ案内
ヘルプコールの設定 クライアント側からコントローラーに対してメッセージを表示したり、ヘルプコールの通知を送ることが出来ます。

複数マネージャーの設定
マネージャーの限定
ワンタッチキー設定
クライアントリストお初期化
ウィンドウ表示位置の初期化
クライアントリストの固定
クライアント停止 一時的にクライアントの動作を強制的に停止させることが出来ます。

クライアントリセット
何らかの原因でクライアントからの情報取得が出来なくなったり、正常に動作しなくなった場合は、この操作を行うことに
よって正常な動作に復帰することが可能です。

マネージャー停止
マネージャーリセット

クライアントアンインストール
クライアントプログラムのアンインストールをコントローラーから実行することが可能です。
アンインストール後に、クライアントコンピュータを自動再起動するかどうかが選択可能です。

起動時の自動実行設定
クライアント起動時にサーバーからファイルをダウンロードしたり、任意のプログラムやバッチファイルなどを自動実行す
ることができます。

起動時の自動実行ファイル作成

クライアントバージョンアップ
クライアントプログラムのバージョンアップをコントローラーから実行することが可能です。バージョンアップ時に提供され
るプログラムをクライアントに配信し、インストールを自動実行させることが出来ます。

クライアントプログラム修正 クライアントに対して修正プログラムを配信し、入れ替えることが出来ます。

自動更新ファイルの作成
クライアントプログラムの更新や、本製品のバージョンアップを自動で行います。
サーバーの共有フォルダに更新ファイルを配置しておくだけで、プログラムの更新作業を自動で行うことが可能となりま
す。

バージョン情報（ﾏﾈｰｼﾞｬｰ） コントローラーのバージョンを表示します。

バージョン情報（ｸﾗｲｱﾝﾄ）
IPアドレスの確認 コントローラーが利用しているIPアドレスを表示します。

終了・その他

ライセンス情報

ライセンス登録に関する情報が表示されます。
・管理可能クライアント数
・サービス期間満了日
・プロダクトＩＤ
・ライセンス番号

ヘルプ
終了 コントローラーを終了するには、コマンドパネルの[終了]を選択します。
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