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概要 

SimplePCLock は USB キーによって Windows ログインセッションの利用を制限する

ソフトウェアです。インストールすると、Windows にどのようにサインオンしたとし

ても、正当な USB キーが接続されていなければサインオン直後に強制サインアウト

します。 

―ユーザ名/パスワード、スマートカード、指紋、顔、PIN 等、Windows で利

用可能な認証方法でサインインできます 

―サインイン直後、正当な USB キーが見つからなければ自動サインアウト

します。 

―ログインセッションを利用中に USB キーを抜き取るとセッションは強制

サインアウトします。 

セキュリティが万全な専用 USB キー版と、無償の市販 USB メモリ版があります。 

 

特徴 

専用 USB キー版 

● USB キーはセキュリティ専用キーです。USB メモリのような取り外し操

作は不要です。直接抜き取っても問題はありません 

● USB メモリのようなストレージ機能はありません。ウィルス感染の心配

はありません。 

● USB キー/ソフトウェアは各ユーザ毎に異なります。 

 

市販 USB メモリ版の特徴 

● 最低限のセキュリティ機能を有します。 
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● 市販 USB キーで手軽に Windows をプロテクトできます。 

● 市販 USB キーと同じ扱い方をしてください 
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１．導入 

1.1 USB メモリのドングル化処理 (USB メモリ版のみ) 

専用 USB キー版ではこの処理は不要です。 

市販 USB メモリは固有 ID を持った製品のみ SimplePCLock で利用できます。固有

ID を持たない製品は他の USB メモリと区別できませんので “鍵” にはなりませ

ん。 

USB メモリに固有 ID が割り当てられているかどうか確認する方法： 

USB メモリに固有 ID が割り当てられているかどうか不明な場合、付属の 

check_usbmem.exe で確認できます。同一 USB メモリ製品が最低限 3 つ必要

です。３つの同一 USB メモリ製品を接続後、check_usbmem.exe を起動してく

ださい。 

 

[確認]ボタンをクリックすると接続されている USB メモリの ID を調べて、す

べての ID が異なっていれば固有 ID を持っていると判定します。 

 

固有 ID をもった市販 USB メモリに、その USB メモリキーでのみ有効なファイルを書

き込むことで、他の USB メモリキーと区別できるようにします。この処理をドング

ル化（鍵化）と呼びます。付属の usbmem_mxapi.exe を実行して USB メモリをドン

グル化します。このプログラムはインストールされません。配布パッケージから固定

ディスクの任意のフォルダにコピー後、コピー先で起動してください。 
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usbmem_mxapi.exe を起動後、USB メモリが接続された状態で [USB メモリのドン

グル化]ボタンをクリックします。 

 

USB メモリを認識できればドングル化処理を行い、結果を表示します。 

 

usbmem_mxapi.exe と同じフォルダ内の usbmem_mxapi.ini 設定ファイルでシリル

番号を管理します。このファイルを更新できないと異なるキーに重複するシリアル番

号が割り当てられてしまいます。必ず、usbmem_mxapi.exe / usbmem_mxapi.ini は

書き込み可能なフォルダに置き、そこから起動してください。sernr で 1 から始まる

１０桁の任意の値を指定すると、その値からシリアル番号を割り振ります。 

usbmem_mxapi.ini  

[options] 

sernr =1000000070 

USB メモリ版 SimplePCLock をインストールする前に、必ずドングル化した USB メモ

リを準備してください。 
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1.2 インストール 

インストール前に最低１つのインストール前に最低１つのインストール前に最低１つのインストール前に最低１つの USBUSBUSBUSB メモリキーを必ずドングル化しておいてくださメモリキーを必ずドングル化しておいてくださメモリキーを必ずドングル化しておいてくださメモリキーを必ずドングル化しておいてくださ

い。インストール後、ドングル化したい。インストール後、ドングル化したい。インストール後、ドングル化したい。インストール後、ドングル化した UUUUSBSBSBSB キーがなければログインできなくなってキーがなければログインできなくなってキーがなければログインできなくなってキーがなければログインできなくなって

しまいます。しまいます。しまいます。しまいます。セーフモードでセーフモードでセーフモードでセーフモードで    WindowsWindowsWindowsWindows    を起動する方法が分かる方のみインストーを起動する方法が分かる方のみインストーを起動する方法が分かる方のみインストーを起動する方法が分かる方のみインストー

ル作業を行ってください。ル作業を行ってください。ル作業を行ってください。ル作業を行ってください。    

配布ファイル内の Setup.exe を実行します。 

 

[インストール]ボタンを選択すると数秒で導入は完了します。 

インストール先： 

32bit OS  %ProgramFiles%\RiBiG\SimplePCLock 

64bit OS %Program Files% (x86)\RiBiG\SimplePCLock 

インストール完了以降、セッションへのログイン、ロック解除には正当な USB キー

が必要になります。インストール後、ログアウト/ロックする前に USB キーが接続さ

れていなくてもログインできる例外ユーザを設定してください。 
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例外ユーザの設定  

[スタートメニュ]-[SimplePCLock] の設定を選択するか、インストール先フォルダ

内の config.exe を起動して下さい。 

 

 

起動後、[例外ユーザ]タブを選択して、タブ上部の編集フィールドに例外ユーザと

なるユーザ名を入力してから [追加]ボタンをクリックして登録します。 

 

ユーザ名はログイン画面で入力するように指定してください。 

他の設定は変更しないでください。 

手元にあるドングル化した USB メモリを SimplePCLock が認識するかどうかは、キ

ーを接続してこのプログラムを起動する接続キーリストボックスにシリアル番号が表

示されるかどうかで分かります。 



10 

 

 

2．ログイン/ロック解除 

ログアウトして USB キー/メモリを接続しないまま Windows にログインしてみてく

ださい。認証はされますが、サインアウトしてしまうはずです。USB キー/メモリを

接続してログインするとデスクトップが表示されます。 

 

3．ログイン中の USB キー抜取 

ログイン中に USB キーを抜き取ると、セッションから強制サインアウトします。 

 

4．設定 

4.1  USB キー/メモリのコンピュータへの登録 

USB キーをコンピュータに登録することができます。登録すると登録済み USB キーの

みがそのコンピュータの SimplePCLock を解除できます。１本のキーも登録しなけ

れば、 

―専用 USB キー版： 各ユーザ向けの USB キーであれば、どのキーであっても各

ユーザの SimplePCLock を解除できます。他のユーザの USB キーでは解除で

きません 

― USB メモリ版： すべてのユーザの USB キ－で SimplePCLock を解除できま

す。他ユーザのキーでも解除可能です。 

USB メモリ版では、必ず USB キーを各コンピュータに登録して、解除可能 USB キーを

制限するようにしてください。 
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設定プログラム Config.exe  

 

設定プログラムで USB キーをコンピュータに登録します。USB キーを登録するコンピ

ュータでスタートメニュか SimplePCLock インストールフォルダ内の config.exe の

設定プログラムを起動してください。 

キー名前 

USB キーが接続されていると左側の接続キーにキー名が表示されます。既定のキー名

はシリアル番号です。 

 

キー名前は登録したキーを識別するための１６バイトまでの任意の文字列です。接続

キーリストボックスでキーを選択、キー名を入力後、[設定]ボタンをクリックして
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下さい。シリアル番号のままでも識別できるのであれば、キー名を変更する必要はあ

りません。 

キー登録 

キー名を設定後、[接続キー登録]ボタンで接続キーをコンピュータに登録/登録更新

できます。登録済み USB キーは “登録キーの表示“リンクで、SimplePCLock イン

ストールフォルダ内の tokens フォルダがエクスプローラで開きます。このフォル

ダに登録したキーに対応するファイルが作成されます。 

 

ファイル名の先頭部分がキー名になります。 

 

USB キーの複数コンピュータへの登録 

USB キーを各コンピュータで登録するか、登録済みコンピュータの tokens フォルダ

の USB キーに対応するファイルをコピーすると、同じ USB キーを登録したことにな

ります。  

複数コンピュータに登録した USB キーの名前を、あるコンピュータで変更すると、

そのコンピュータでは名前変更は反映されますが、他のコンピュータでは反映されま

せん。ただし、名前が変更されても登録は維持されます。複数コンピュータに登録す

るキーの名前は極力変更しないようにするか、登録更新を行ってください。 
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マスターキー登録（ 専用 USB キー版のみ） 

キー名の末尾に “-all” を付けるとマスターキーになります。マスターキーはコ

ンピュータに登録されていなくても SimplePCLock を解除できます。USB メモリ版で

はマスターキーの機能はありません 

 

セーフモード解除用のマスターキー登録 

キー名の末尾に “-ALL”(大文字) を付けるとセーフモード解除用のマスターキー

になります。このキーでログインすると SimplePCLock はセーフモードで無効化され

ます。 

― 専用 USB 版ではコンピュータに登録されていなくても SimplePCLock を解

除できます。同時にセーフモードで SimplePCLock を無効にします。 

― USB メモリ版ではコンピュータにキーは登録されていなければなりません。

登録されていれば SimplePCLock 解除とセーフモードでの無効化を行いま

す。 

 

4.2 セーフモードでの有効化 

既定では SimplePCLock はセーフモードで有効化されていません。セーフモードで

有効化すると 正当な USB キーがなければ Windows ログインすることができなくな

ります。有効化する前に複数の USB キーでログインできることを必ず確認してくだ

さい。十分に動作確認を行った後、セーフモードで有効してください。万が一に備え

てセーフモード解除用のマスターキーを作成/登録しておくことを推奨します。 
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“セーフモード”タブを選択後、“セーフモードで有効化“にチェックしてくださ

い。左側の”接続キー“リストは接続キーを表示しているだけで、セーフモード有効

化とは関係ありません。 

 

4.2.1 ノーマルモードで無効化 

セーフモードで有効化すると、ノーマルモードで無効化することができます。この設

定では、コンピュータをセーフモードで起動したときのみログインに USB キーが必

要になります。通常起動では USB キー接続は不要です。ノーマルモードでは別のロ

グインソフトで Windows を保護することを想定しています。 
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使用例：使用例：使用例：使用例：    

弊社の Android 端末から Bluetooth 経由で Windows にログインする BthLogon 

は、セーフモードでは有効になりません。ノーマルモードでは BthLogon を使い、セ

ーフモードでは USB キー接続を必須とすることで、どのモードでも Windows を保護

できます。 

 

4.3  USB キー接続不要ユーザ 

USB キーを接続していなくても強制ログアウトしないユーザを指定することができま

す。 

 

 

 “例外ユーザ”タブを選択後、テキストボックスにユーザ名を入力してください。

ドメインに参加しているコンピュータではユーザ名をダウンキャストか UPN で指定

することを推奨します。 

 ダウンキャスト： Domain\Username 
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 UPN  : username@domain.jp 等 

[追加]ボタンで入力したユーザを登録リストに移動します。登録リストのユーザを

削除するには、ユーザ名をダブルクリックしてください。 

 

5．アンインストール 

設定の”アプリと機能”, コントロールパネルの“プログラムの追加と削除“など

から SimplePCLock をアンインストールできます。 

    

[アンインストール]ボタンを選択後、UAC で資格昇格してください。 

 

[アンインストール]ボタンでアンインストールが完了します。この時点では、まだ

残っているファイルがあります。 完全に削除するにはサインアウト/ログアウトし

なければなりません。 


