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■ 安全にお使い頂くために 
 

本製品は機能追加、品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。 
継続的にご利用頂く場合でも、必ず本書をお読みください。本製品のご使用には、ハード
ウェア, ソフトウェアの専門知識が必要です。 
 
各図記号は以下のような意味を表しています。 

 

警告!  
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷
を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。 

 
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うことが想
定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示
しています。 

注意!  

 
 

 
禁止 

行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内
容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでくださ
い。 

 
注意 注意すべき点を示しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本書に掲載されている会社名, 製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 

 

© 2016 Interface Corporation 
株式会社インタフェースの許可なく複製, 改変等を行うことはできません。 
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 補償について  
● 本製品(ハードウェア, ソフトウェア)のシステム組み込み, 使用、ならびに本製品から得られる結果に関する一切のリ
スクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。 
● 本製品に含まれるバグ、あるいは本製品の供給(納期遅延), 性能、もしくは使用に起因する付帯的損害もしくは間接
的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する改良(正常に動作する)、代品交換まで
とし、金銭面での賠償の責任は一切負わないものとしますので、予めご了承ください。 
● 本製品(ソフトウェアを含む)は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いか
ねます。また、弊社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。 

 
  
 保証について  
 

●弊社の保証規定によります。 
ソフトウェア, 消耗品(バッテリ等)は除きます。 
  注)保証期間は弊社Web siteでシリアル番号を入力することにより、ご確認できます。 
    インターネットに接続できない方は、カスタマーサポートセンタまでご連絡ください。 
●保証期間内は、原則として無償修理とします。(送料はお客様のご負担を条件とさせて頂きます。) 
ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償修理となります。 
①お客様による輸送, 移動時の落下, 衝突等、お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障, 損傷の場合および消耗
品の交換 
②火災, 地震, 水害等の天災および異常電圧による故障, 損傷の場合 
③弊社製品に接続している弊社指定機器以外の機器の故障に起因する故障の場合 
④弊社以外で修理, 改造した場合 
⑤弊社製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合 
●保証は、本製品が日本国内で使用される場合に限り有効です。 
●保証期間を過ぎた場合には、全て有償修理扱いとなります。 
再修理の保証は、修理完了後6ヶ月以内で同一部品が故障した場合のみです。(ただし、修理が可能な箇所であること
とします。)その場合は、前回の修理報告書を必ず添付してください。添付されていない場合は新規修理の扱いとなり
ます。 

 
  
 輸出する際の注意事項  

本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当します。 
従って、日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。 
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■サポート体制 
本製品についてのお問い合わせは、カスタマーサポートセンタで承ります。お問い合わせ先は弊社Web siteを参照してくだ
さい。 
 

■修理・メンテナンス体制 
故障した場合は弊社Web siteのオンライン修理依頼、もしくは修理依頼書を弊社Web siteからダウンロードし必要事項を記
入の上、故障品をお送りください。※ 送料はお客様にてご負担願います。 

 
MXH-J2003 Ver. 1.0 Vol. 1/1

 



    
 

製品ドキュメント・ソフトウェア・ソフトウェア・オプション品案内 

ドキュメント, ソフトウェア, オプション品に関しては、弊社Web site(www.interface.co.jp)の製品
情報を参照してください。 
 
ドキュメント, ソフトウェアは、Web site(www.interface.co.jp)からダウンロードできます。 
ドキュメント, ソフトウェアの冊子(印刷物)およびソフトウェアのCD-ROMでの提供は有料販売と
なります。 

 

リカバリソフトウェアは、ブータブルメディアでの有償提供となります。 
弊社Web site(www.interface.co.jp)からのダウンロードサービスは提供しておりません。ご了承く
ださい。 

 

注意！
 

 

本製品にPDFを参照できるソフトウェアはインストールされていません。 
PDFをご利用になる場合は別途ソフトウェアをお客様にてご用意ください。 
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第1章 概要 

1.1 概要 

本ドキュメントは、下記のOSを搭載した弊社産業用コンピュータ製品の使用方法, 注意事項等に
ついて説明しています。 
対象製品によっては、ハードウェアに機能が搭載されていないものもありますので、詳しくは弊

社Web site(www.interface.co.jp)を参照してください。 
 
<対象となるOS> 
 ・Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (以降、Windows 10 IoT) 

 

http://www.interface.co.jp/


    
 

第2章 OS操作方法 

本章では、基本的な操作方法について説明します。 
 

2.1 OS起動方法 

電源を投入するとOSが立ち上がります。 
OSが立ち上がると下記の「ご使用時の注意事項」がInternet Explorerで表示されます。注意事項を
よく確認してください。 

 
※下記は注意事項の一部分です。 

 

 

注意！  

 
初期状態の解像度は、接続ディスプレイの最適解像度となります。 
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2.2 OS停止方法 

OSは、下記の方法で停止できます。 
「スタート」メニューをクリック→「電源」をクリック→「シャットダウン」をクリックします。 

※ 図は実際の製品と異なる場合があります。 
 
シャットダウンが完了すると、本製品の電源が待機状態になります。 

 

2.3 アクティベーション方法 

注意！  

 

インターネット(外部につながるネットワーク)に一切接続しないデバイスでは 
アクティベーションを実施する必要はありません。 

 
UWFを無効※1にした後にバックグラウンド通信のブロック設定を解除※2してからインターネットに
接続するとアクティベーションがバックグラウンドで自動的に開始され完了します。 
 
※1 UWFを無効にするには、『4.5 UWFを無効にする』を参照してください。 
※2 バックグラウンド通信のブロック設定を解除するには、『9.2 バックグラウンド通信のブロック
設定解除方法』を参照してください。 
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第3章 多言語での使用方法 

本製品は日本語, 英語, 中国語に対応しています。 
 

3.1 言語切り替え 

手動作業により言語を切り替えることができます。 
※ ユーザーアカウント制御から許可を求められた場合「はい」を選択してください。 
※ 図は実際の製品と異なる場合があります。 

 

<例:英語への切り替え方法>  
1. 「スタート」メニューをクリック→「設定」をクリックします。 

 

2. 「時刻と言語」をクリックします。 
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3.「地域と言語」をクリックして「言語を追加する」をクリックします。 

 

4.「英語」をクリックします。 
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5. 「英語(米国)」をクリックします。 

 
6. 「English(United States)」をクリック→「設定値として設定する」をクリック→再起動すると英語へ 
   切り替わります。 
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起動時およびシャットダウン時の表示言語を切り替える場合は、追加で以下の設定を行ってくだ

さい。 
 

<例:英語への切り替え方法> 
表示言語を英語でログインした状態で 

1. 「スタート」メニューを右クリック→「Control Panel」をクリックします。 

 

2. 「Change date, time, or number formats」をクリックします。 
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3. 「Administrative」タブをクリック→「Copy settings…」をクリックします。 

 

4.  「Welcome screen and system accounts」にチェック→「OK」をクリック→再起動をして完了です。 
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第4章 UWF(ライトフィルタ) 

本章では、UWF(ライトフィルタ)の機能を説明します。 
 

注意！  

 
UWF(ライトフィルタ)は、Windows 10 IoTを搭載した製品のみ対応しています。 

 

4.1 ストレージライトプロテクトスイッチの設定 
ストレージライトプロテクトスイッチが搭載されている製品は出荷時設定から変更せずにご使用くだ
さい。 
 

注意！  

 

UWFとライトプロテクトの両方を有効にすると、OSの起動や動作が遅くなります。UWFを
有効にする場合、SSDライトプロテクトスイッチを無効にしてください。 

 

ストレージのライトプロテクトスイッチの設定方法は、ユーザーズマニュアルをご参照くださ

い。 
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4.2 ライトフィルタとは 

ライトフィルタとは、ドライブへの書き込みをブロックする機能です。単純に書き込みを禁止す

るのではなく、メモリを使い仮想的に書き込みが行われたように見せかけ、OS, アプリケーショ
ンを動作させます。 
ライトフィルタを用いることで、読み出し専用のドライブからOSを起動させたり、書き込みの回
数に制限のあるフラッシュメディア(SSD, CFast, CF等)へのOSのインストールを実現しています。
また、システム運用中に誤って設定ファイル等が変更された場合でも、再起動することによって

ライトフィルタを有効にする直前の状態に戻すことができます。 
Windows 10 IoTを搭載した製品では、ライトフィルタとしてUWF(Unified Write Filter)が利用できま
す。 
弊社からUWFの設定をGUIユーティリティ上で簡単に行うことができる「Storage Protection 
Utility」を提供しています。操作方法を次節から簡単に紹介しています。より詳細な操作方法は
Storage Protection Utilityのヘルプを参照ください。 
 

4.3 ライトフィルタとログ 

弊社製品ではライトフィルタが有効になっているドライブ(C:¥)への書き込み回数を削減するため
に、ログファイル・TEMPファイル等の頻繁に書き込みが発生するファイルをライトフィルタが有
効になっていないドライブ(D:¥)へ退避しています。ドライブ(D:¥)の容量が一杯になるとログファ
イルは必要に応じてログの上書きや、ログの記録を停止します。必要に応じてお客様にてログフ

ァイルの退避、クリアを実施してください。 



    
 

4.4 UWFを有効にする 

ドライブへのファイルの書き込みを禁止するためには、UWFを有効にします。 
下記の手順で設定してください。 
 
1. 隠れているインジケータ内のStorage Protection Utilityアイコンをダブルクリックして起動して
ください。 

 

 
 
2. 「UWF Filter」にチェックを入れてください。「UWF Volume」でUWFの保護を有効にしたい
ドライブにチェックを入れてください。「OK」をクリックしてください。 

 

①

②

③

 
 
3. OSを再起動することでUWFが有効になります。「OK」をクリックしてください。 
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4.5 UWFを無効にする 

ドライブへのファイルの書き込みを行うためには、UWFを無効にします。 
下記の手順で設定してください。 
 
1. 隠れているインジケータ内のStorage Protection Utilityアイコンをダブルクリックして起動して
ください。 
 

 
 

2. 「UWF Filter」のチェックを外してください。「UWF Volume」でUWFの保護を無効にしたい
ドライブのチェックを外してください。「OK」をクリックしてください。 
 

①

②

③
 

 
3. OSを再起動することでUWFが無効になります。「OK」をクリックしてください。 
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注意！  

 

Windows 10 IoTは、UWF無効時にドライブへの書き込みが発生するため、パフォーマンス

が低下する場合があります。システム構築後、UWFを有効にして使用してください。 

 

UWF Volumeのチェックを全て外しても完全にUWFは無効になりません。完全に無効に

する場合はUWF Filterのチェックを外してください。 
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4.6 UWFの状態監視 

UWFは書き込みを行うほど、メモリを使用します。空きメモリが不足してくると、システムの動
作が不安定になる場合があります。Storage Protection UtilityでUWFが使用しているメモリのサイズ
を監視することができます。 

 

1. 隠れているインジケータ内のStorage Protection Utilityアイコンをダブルクリックして起動して
ください。 

 
 

2. UWF Thresholdのチェックを入れてください。しきい値を設定してください※。 
「OK」をクリックしてください。 
 

①

②

③
 

 
※ UWFのメモリ使用量について、しきい値を設定し、警告メッセージの表示を設定します。 
チェックが入っている状態が警告メッセージの表示有効、チェックが入っていない場合が表示

無効を表します。 
UWFのメモリ使用量がここで指定したしきい値を上回ると下記の警告メッセージが表示され
ます。 
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注意！  
UWF有効時には、UWFおよびOSの仕様によって、アプリケーションによりドライブへの書

き込みを行っていない状態でも、OSによってメモリが消費される現象が起こります。アプリ

ケーションが稼働していない状態での、OSによるメモリの消費量は、OSの状態, 設定およ

び動作環境に依存します。 
弊社のOS初期設定状態では約1ヶ月間、UWF有効状態で連続稼動が可能です。1ヶ月

に1回のOS再起動を推奨します。 

 

ソフトウェアのインストール等、途中で作業を中断できないような場合でも、メモリ使用量

のしきい値に関する警告が表示される場合があります。ソフトウェアインストール時のみ

UWFを無効として作業を行い、インストール完了後は速やかにUWF有効へ変更されるこ

とを強く推奨します。  
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第5章 システム監視機能制御 

本製品は、信頼性を確保するためのシステム監視機能が備わっており、これらの機能を使うため

のシステム監視ライブラリを提供しています。 
本ライブラリを利用することで、システム監視機能をアプリケーションに組み込むことができま

す。また、すぐに使えるユーティリティも付属しています。 
 

5.1 Interface Utility 

 Utilityを使用することにより、CPU温度監視, 電源電圧監視, ウォッチドッグタイマ
制御, RAS出力等の機能を利用することができます。 

 

5.1.1 Interface Utility画面 

例: CPU温度と基板温度を取得し、表示できます。 
 

 
※ 図は実際の製品と異なる場合があります。 

 

注意！  
システム監視機能については、製品によって搭載されていない機能があります。 
詳しくは、「すべてのアプリ」 → 「Interface IFCPMGR」内の「Help」および「readme」を参

照してください。  
 

5.2 システム監視 

システム監視のユーティリティ, ドライバ等については、製品の中に含まれているシステム監視
ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。 
ヘルプファイルは、「スタート」メニュー →「すべてのプログラム」→「Interface IFCPMGR」内
の「help」をクリックして開いてください。 
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第6章 グラフィックス設定 

本製品は、画面設定ユーティリティを使用して、解像度, 色深度, リフレッシュレート, 回転, ス
ケーリング等の設定を変更できます。 
コンピュータに搭載されているグラフィックス機能によって操作が異なりますので、ご使用にな

る製品に応じた説明を参照してください。 
 

※ 製品に搭載されているハードウェアの詳細については、弊社Web site(www.interface.co.jp)を参
照してください。 

 

6.1 Atom E3845, E3826, E3815/Core i7 4650U, Celeron 2980U搭載製品 

6.1.1 画面モード設定 

※ ユーザーアカウント制御から許可を求められた場合「はい」を選択してください。 
※ 図は実際の製品と異なる場合があります。 
 

タスクバーに格納されているデスクトップ画面のアイコンが無い場所で右クリックしてメニュー

を表示し、「グラフィックス・プロパティー」をクリックします。 
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メニューの「ディスプレイ」を選択すると下記の設定画面が表示され、接続しているディスプレ

イの解像度, リフレッシュレート, 回転, スケーリングが設定できます。 
 

 
 

メニューの「ディスプレイの設定」→「色」を選択すると下記の設定画面が表示され、色調設定

が変更できます。 

 
 

お知らせ  

 

インテル(R) HD グラフィックスのグラフィックス・プロパティーの各項目の意味は、「?」マー

クをクリックしてご確認ください。 
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第7章 オーディオ機能 

オーディオ機能搭載製品では、スピーカ, ライン入力, マイク等、音の出力および入力を行うこと
ができます。 
ご使用の製品が対応しているオーディオ機能については、弊社Web site(www.interface.co.jp)を参照
してください。 

 

注意！  
スピーカ, ヘッドフォン等は、必ずボリュームを最小に調節してから接続してください。音量

は、接続後に調節するようにしてください。ボリューム設定が大きくなっていると、思わぬ大

音量が発生し、聴覚に悪影響を及ぼす等、非常に危険です。  
 

7.1 音量調節, 音響効果の設定 

「Realtek HD オーディオマネージャ」を使用することで、ライン出力時の音量調整, 音響効果、
およびライン入力, マイク入力の設定を行うことができます。 
 
※ ユーザーアカウント制御から許可を求められた場合「はい」を選択してください。 

※ 図は実際の製品と異なる場合があります。 
 
1.「スタート」メニューを右クリックし「コントロールパネル」をクリックします。 
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2.「ハードウェアとサウンド」をクリックしてください。 

 
 

3.「Realtek HD オーディオマネージャ」をクリックしてください。 

 

 
4. 設定画面上部にある「スピーカー」タブを選択すると、「メインボリューム」の調整が行えます。
スライドバーをマウスでクリックしたまま左右に動かすことで、左右の出力バランスと出力ボリ

ュームを調整できます。 
スピーカのアイコンをクリックすると、出力をOFF(ミュート)に設定できます。 
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6. 設定画面中央部にある「サウンドエフェクト」タブを選択し、「環境」および「イコライザ」の 
設定をすると、様々な音響効果を設定することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. 設定画面上部にある「ライン入力」タブを選択すると、ライン入力の「録音ボリューム」の調整 
が行えます。スライドバーをマウスでクリックしたまま左右に動かすことで、左右の録音バラン

スと録音ボリュームを調整できます。 
スピーカのアイコンをクリックすると、入力をOFF(ミュート)に設定できます。 
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8. 設定画面上部にある「マイク」タブを選択すると、マイク入力の「録音ボリューム」の調整が行え 
ます。スライドバーをマウスでクリックしたまま左右に動かすことで、左右の録音バランスと録音
ボリュームを調整できます。 

スピーカのアイコンをクリックすると、入力をOFF(ミュート)に設定できます。 
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第8章 Wake on LAN 

本章では、Wake on LAN(WOL)制御について説明します。 
 

8.1 Wake on LAN 

製品のLANコントローラが“Wake on LAN”に対応している場合には、Wake on LAN(WOL)制御が
行えます。 
ご使用の製品が“Wake on LAN”に対応しているかどうかは弊社Web site(www.interface.co.jp)を参照
してください。 

 

8.1.1 Wake on LANを行う方法 

電源待機状態(シャットダウン)にしてください。 
Wake on LAN(WOL)を行う場合には、製品に対してEthernetのMagic Packetを送出してください。 

 

注意！  
Wake on LANで起動しない場合には、パケットが正しく到達していない可能性がありま

す。 
ネットワークのトポロジ, ルータの設定等、パケットが正しく到達する構成となっているかを

確認してください。  

 
強制的に電源を絶った後にWake on LANは使用できません。 
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第9章 ネットワーク 

本章では、ネットワークの設定について説明します。 
 

注意！  
バックグラウンド通信のブロック設定を解除していない状態かつLANケーブル等でイン

ターネットに接続可能な状態で電源を入れるとOSが立ち上がるのに時間がかかる場合が

あります。  
 

9.1 バックグラウンド通信のブロック 

バックグラウンド通信とは、自動的に行われるお客様が意図しないインターネット通信です。

Windows 10 IoTでは、このバックグラウンド通信が多くなっています。そこで、弊社Windows 10 IoT
搭載製品ではセキュリティの強化も兼ねてバックグラウンド通信をブロックする設定としていま

す。 
バックグラウンド通信のブロックにはファイアウォールを使用しています。バックグラウンド通

信のブロック設定を解除する場合は次節を参照ください。また、アクティベーション処理を実行

する場合もバックグラウンド通信のブロック設定を解除してください。 
 

9.2 バックグラウンド通信のブロック設定解除方法 

※ 図は実際の製品と異なる場合があります 
1.「スタート」メニューを右クリックし「コントロールパネル」をクリックします。 

 
 

 - 31 - Interface Corporation  



    
 
2.「システムとセキュリティ」をクリックします。 

 

 
3.「Windows ファイアウォール」をクリックします。 

 

 
4.「詳細設計」をクリックします。 
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5.「送信の規制」をクリックします。 

 
 
6.「Background-Block」をクリックし、次に「規則の無効化」をクリックします。 

 
 
7.「Background-Block」横の「 」マークが消えれば設定解除となります。  

 

※ 「規則の有効化」をクリックするとバックグラウンド通信をブロックする設定に戻ります。
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第10章 システムリカバリ 

本章では、システムリカバリについて説明します。 

10.1 システムリカバリ 
 

注意！  

 
リカバリを実行すると、全てのデータがクリアされます。 

弊社が開発し提供するドライバはインストールされていない状態でOSが出荷時状態に戻

ります。インストールが推奨されるドライバは弊社Web site(www.interface.co.jp)で、ご購入

頂いた製品の型式を検索することでご確認頂けます。またドライバは弊社Web 
site(www.interface.co.jp)から直接ダウンロード頂けます。  

 

システムリカバリを行うには、オプションソフトウェア(別売)をご使用ください。リカバリソフト
ウェアは、ブータブルメディアでの有償提供となります。弊社Web site(www.interface.co.jp)から
のダウンロードサービスは提供しておりません。ご了承ください。 
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第11章 セキュリティ運用ノウハウ 

本章では、悪意のあるユーザ, ウイルス, トロイの木馬, マルウェア等の様々な脅威からシステム
を保護するためのセキュリティ運用ノウハウをまとめています。 

 
下記の内容について説明します。 

・USB記憶装置, USBデバイス, WPD(スマートフォン)接続の対策 
・通常時のログオンアカウントをユーザアカウントに変更 
・ホワイトリスト方式セキュリティ対策ソフトウェアの導入 

 

11.1 USB記憶装置, USBデバイス, WPD(スマートフォン)接続の対策 

USB記憶装置(USBメモリ), USBデバイスを介したウイルス感染の脅威は依然として続いており、
以下のような対策を行うことで安全度を高めることができます。 

 

OSのグループポリシーで[デバイスのインストール制限], [リムーバブル記憶域へのアクセス制限]
を行う機能を標準で搭載しており、この機能でUSBのアクセスを制限することができます。 

 

<グループポリシーを用いたUSBデバイスのアクセス制御> 
ローカルグループポリシーエディタを開いて、下記の制限を行います。 
・これらのデバイスIDと一致するデバイスのインストールを禁止する 
・これらのデバイスセットアップクラスと一致するドライバを使用したデバイスのインストー

ルを禁止する 
 

詳細は下記URLをそれぞれ参照してください。 
「グループポリシーを用いたデバイスのアクセス制御について」 
<http://blogs.technet.com/b/askcorejp/archive/2014/04/28/3516088.aspx> 

「脅威とその対策:Windows Server 2008 R2およびWindows 7でのセキュリティ設定」より 
「脅威とその対策:外部記憶装置」 
<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh125922%28v=ws.10%29.aspx> 

http://blogs.technet.com/b/askcorejp/archive/2014/04/28/3516088.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh125922%28v=ws.10%29.aspx
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<グループポリシーを用いたWPDデバイス(スマートフォン)の制限> 
スマートフォンは、デジタルカメラ(PTPデバイス), オーディオプレイヤー(MTPデバイス)とし
て認識される場合があり、これらのデバイスはWindows Portable Devices(WPD)として扱われま
す。 
WPDデバイスの接続禁止はUSB記憶装置での対策ではなく、WPDを示すデバイスセットアップ
クラスを利用してグループポリシーに下記の設定を行います。 
・「これらのデバイスセットアップクラスと一致するドライバを使用したデバイスのインストー

ルを禁止する」でセットアップクラス{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}を設定します。 
・「既にインストール済みの一致するデバイスにも適用されます。」にチェックを入れます。 
以降、WPDとして認識するデバイスは利用できなくなります。 

 
  ※ 本製品は上記の設定がデフォルトで有効になっています。 
 

詳細は下記URLを参照してください。 
「グループポリシーを用いたWPDデバイスの制限について」 
<http://blogs.technet.com/b/askcorejp/archive/2014/08/18/wpd.aspx> 

http://blogs.technet.com/b/askcorejp/archive/2014/04/28/3516088.aspx


    
 

<設定を解除する場合> 
「有効」に入っているチェックを「未構成」に変更し、「適用」をクリック後に「OK」をク 
リックしてください。 

 

 

※ 図は実際の製品と異なる場合があります 
 

以上でWPDデバイスのインストール制限が解除されます。 
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11.2 通常時のログオンアカウントをユーザアカウントに変更 

弊社Windows 10 IoT搭載製品は出荷時設定として管理者アカウント(Administrator)にてログオンす
る設定となっています。 
しかし、管理者アカウントはローカルコンピュータの全てのリソースにアクセスできる権限が付

けられているため、USBメモリに限らず、ウイルスに感染したプログラムを実行した場合、ロー
カルコンピュータがウイルスに感染する確率が高くなります。 

 

11.2.1 管理者アカウントとUWF(ライトフィルタ)の関係 

弊社Windows 10 IoT搭載製品のUWF(Unified Write Filter)機能を利用すれば、OSを再起動させるこ
とで、メディアそのものへのウイルス感染等を防ぐことができます。 
しかし、管理者アカウントを使用してUWF(Unified Write Filter)の操作ができるため、外部からの
攻撃によりUWF機能のコミット(Commit)もしくは無効化(Disable)が行われた場合、OSを再起動し
てもウイルスが記憶デバイスに残ったままとなってしまい、被害が拡大する可能性があります。 

 

注意！  

 
UWF(Unified Write Filter)機能は、機能が搭載された製品のみ使用できます。 

 

11.2.2 対策方法 

外部からの攻撃に対してセキュリティを高めるため、管理者アカウント(Administrator)での操作は、
システム組み込み, アプリケーションインストール等必要最小限に抑え、システム構築後のロー
カルコンピュータのログオンには管理者アカウント(Administrator)は使用せず、ユーザアカウント
(制限付きアカウント)を使用するよう変更してください。 
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11.2.3 一時的に別のユーザとなってプログラムを実行させる方法 

管理者権限を必要とする操作が発生した場合、現在のユーザアカウント(制限付きアカウント)をロ
グオフして、管理者アカウント(Administrator)でログオンし直し、管理者アカウントでの操作を完
了したら、再度ログオフして元のユーザでログオンし直す方法があります。 
しかし、この方法では現在開いているアプリケーションを全て閉じなければならず、ログオン, ロ
グオフを繰り返す必要があるため手間がかかります。そこで別のユーザとしてプログラムを実行

させる機能を利用します。 
 
ローカルコンピュータにてユーザアカウント(制限付きアカウント)の状態で管理者権限を必要と
するプログラムを実行させる場合には、下記の手順が必要です。 

1. エクスプローラ等で当該プログラムのアイコンを選択します。 
2. 右クリックして「別のユーザーとして実行」を選択します。 
3. ダイアログが表示されたら、「次のユーザー」として管理者アカウント(Administrator)を持
つユーザ名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。 

 
これで当該プログラム実行時には、一時的に管理者アカウント(Administrator)にて実行できます。 

 

11.3 ホワイトリスト方式セキュリティ対策ソフトウェアの導入 

外部からの攻撃から守る場合、OSの標準仕様だけではなく、何らかのセキュリティ対策ソフトウ
ェアを導入することを検討する必要があります。 
 
デスクトップパソコン向けウイルス対策ソフトウェアの主流は、CPU, メモリ, ディスク等の各リ
ソースを多く要求するブラックリスト方式となっており、常にウイルス検出のためのパターン定

義ファイルの更新が必要となります。 

そのため、インターネットへの接続が必要であったり、パターン定義ファイルの更新が頻繁であ

ったりするため、常にメンテナンスが必要となり、組み込みシステムで稼動させるには困難です。 

そのため、組み込みシステム用のセキュリティソフトウェアとしては、ブラックリスト方式では

なくホワイトリスト方式が最適です。 

ホワイトリスト方式では、不正プログラム, ウイルスを探し出す(検出する)という方法ではなく、
正規のプログラムのみ実行を許可するという方法です。 

この方法では、システム構築完了後、システム内のファイルをスキャンして正規のプログラムで

あることを登録しておきます。登録後、外部から侵入したプログラムは未登録であるため、実行

させることができません。 

 

組み込みシステム用としてセキュリティ対策ソフトウェアの導入を検討される場合には、ホワイ

トリスト方式の製品を選定し、弊社貸し出し制度等を利用して事前に評価の上、ご検討ください。 
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第12章 情報サービス 

12.1 情報の入手方法 

弊社Web siteでは様々なサービスを提供しております。 
www.interface.co.jp 
 
ダウンロードするためには、ユーザID登録が必要になります。 
 
製品情報 新製品情報, 製品の個別仕様, セレクションガイド 
サポート オンラインQA, 製品修理, 貸出サービス, FAQ, 用語集 
購入方法 販売店一覧, 通信販売 
ダウンロード マニュアル, ソフトウェア, チュートリアル(入門書) 

※ Web siteの内容については、随時更新していますので、上記と異なる場合があります。 
 

12.2 製品使用登録 

弊社Web siteより製品使用登録を行うことで、保証期間が最大2年延長になります。 
製品到着後1年以内に登録してください。 
www.interface.co.jp/usr_register/prdc_regist.asp 
製品の保証期間は、Web siteの製品保証照会システムにて確認できます。 
www.interface.co.jp/support/warranty/warranty_info.asp 

12.3 コラムページ 

弊社製品をより使いやすくするためのコラム集を弊社Web site(www.interface.co.jp)に公開してい
ます。動画の高速等、各機能の有効活用法や困った時の対処方法を掲載していますので、参照し

てください。 
www.interface.co.jp/column/ 

12.4 FAQ(よく寄せられる質問) 

弊社Web site上に製品のFAQを掲載しています。 
製品に関する質問等がございましたら、FAQを参照してください。   

 

http://www.interface.co.jp/
http://www.interface.co.jp/
http://www.interface.co.jp/
http://www.interface.co.jp/usr_register/prdc_regist.asp
http:/www.interface.co.jp/support/warranty/warranty_info.asp
www.interface.co.jp/column/
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第13章 注意事項 

13.1 サポート 

弊社ドライバ, 弊社ユーティリティ等、弊社にて作成, 提供しているソフトウェアに関する問い合
わせには対応致しますが、他社提供のソフトウェアおよびOSの一般的な質問には対応しかねる場
合がありますので、ご了承ください。 

 



    
 

ご利用にあたっての重要な事項 
 
補償について 
ドキュメント内の情報には万全を期していますが、万一、誤記または誤植等があった場合、予告無
く改訂する場合があります。 
ドキュメントまたはドキュメント内の情報を利用して作成されたプログラムの挙動により発生し
たいかなる損害に対しても弊社は責任を負いません。 
ドキュメント内の図や表は説明のために用意されたものであり、ユーザ個別の応用事例により変化
する場合があります。 
本製品に含まれるバグ、あるいは本製品の供給(納期遅延), 性能、もしくは使用に起因する付帯的損
害、もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する改
良(正常に動作する), 代品交換までとし、金銭面での賠償の責任は一切負わないものとしますので、
予めご了承ください。 
 
利用制限 
予め書面による弊社の許可なく、本ドキュメントに含まれる全ての情報に対する次の行為を禁止し
ます。 
 ・弊社FAコントローラまたは弊社インタフェースモジュールの利用以外を目的とした使用, 販売, 
配布, 開示, 転載 

 
著作権, 知的所有権 
本ドキュメントに含まれるソースプログラムおよび、本ドキュメントに関する権利や知的所有権は
弊社が所有しています。 
 
弊社製品の適用における注意 
弊社製品は、人命に関わるような状況下で使用される機器に用いられることを目的として設計, 製
造されたものではありません。 
弊社製品を乗用移動体用, 医療用, 航空宇宙用, 原子力制御用, 海底中継用機器等、特殊用途をご検
討の際には、弊社カスタマーサポートセンタまでご照会ください。 
 
複製の禁止 
弊社の許可なく、本ドキュメントの全て、または一部に関わらず、複製, 改変, 転用等を行うことは
できません。 
 
サポート 
本ドキュメントは、経験を積んだ開発者を対象に作成されたものです。 
本ドキュメントの内容に関する質問および、本ドキュメントを利用したプログラム作成や記載内容
に関する技術サポートは行いません。 
サポートが必要な方は、有償にてサポート致します。別途、カスタマーサポートセンタまでお問い
合わせください。 
 
商標/登録商標 
本ドキュメントに掲載されている会社名, 製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

ご使用の製品に関する制限, 注意事項, 保証等に関しては、製品のマニュアルに記載されています
ので、よく目を通した上で、本ドキュメントをご利用ください。 
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改訂履歴 
Ver. 年 月 改 訂 内 容 
1.0 2016年12月 新規作成 

 
このマニュアルは、製品の改良その他により将来予告なく改訂しますので、予めご了承ください。 
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