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セキュリティソフト
PASS（Password Authentication Security System)

PASS（Password Authentication Security System) × AES
Windows 8 補足説明書

本説明書は、USB フラッシュメモリで使用するセキュリティソフト「PASS」および「PASS× AES」を Windows で使用するための準備と注意事項等について説明してい
ます。ご使用になる前によくお読みください

「PASS」および「PASS × AES」の操作方法については、「PASS」および「PASS× AES」のユーザーズマニュアルをお読みください。

Windows 8 で PASS × AES を使用する

PASS/PASS × AES を使用する前に

PASS および PASS × AES は、プログラムを USB フラッシュメモリ内にコピーして使用
します。
次の方法で、プログラムをお使いの USB フラッシュメモリ内にコピーしてください。

 以下の説明は、「PASS × AES」の画面で、説明しています。「PASS」の場合
も、手順は同じです。「PASS × AES」の記載部分を「PASS」に置き換えてお
読みください。

	 	ホームページからプログラムファイルをダウンロードします。
●スタート画面でダウンロードする場合

	 1. 	 ホームページで をクリックしてプログラムをダウンロードします。

	２. 	 画面下にダイアログが表示されたら、
「保存」をクリックします。
プログラムが保存されます。

●デスクトップ画面でダウンロードする場合

	 1. 	 ホームページで をクリックしてプログラムをダウンロードします。

	２. 	 操作の選択ダイアログが表示されたら、
「保存」をクリックします。
プログラムが保存されます。

※ プログラムは、ユーザーフォルダ内
の「ダウンロード」フォルダに保存さ
れます。

	ダウンロードしたファイルを解凍します。

	 1. 	 ダウンロード後に表示されるダイアログで、「ファイルを開く」（スタート画面
の場合）または「フォルダーを開く」（デスクトップ画面）をクリックします。

エクスブローラーが開き、ダウンロードしたファイルが表示されます。

	２. 	 ファイルを選択して、エクスプロー
ラーの［タブ］の「すべてを展開」をク
リックします。
ファイルが解凍されます。

	お使いのUSBフラッシュメモリに「PASS(.exe)」と「PASS.app
フォルダ」または「PASS× AES(.exe)」と「PASS×AES.app フォ
ルダ」をコピーします。
 「PASS.app」/「PASS×AES.app」はMacintoshで使用するプログラムです。

	 1. 	 USB フラッシュメモリをUSBポー
トに接続します。右上に表示される
メッセージをクリックします。

	２. 	 操作を選択するダイアログが表示され
たら、「フォルダーを開いてファイル
表示」をクリックします。
エクスブローラーが開き、USB フラッ
シュメモリのフォルダーが開きます。

	３. 	 フラッシュメモリ内に、展開したフォルダ内の「PASS(.exe)」と「PASS.app
フォルダ」または「PASS× AES(.exe)」と「PASS×AES.app フォルダ」をコ
ピーします。

コピー

 すでに「PASS」または「PASS× AES」をご使用の場合 
「PASS(.exe)」と「PASS.app」を一旦削除してから、「PASS×AES(.exe)」
と「PASS × AES.app フォルダ」をコピーしてください。パスワード、パス
ワードレスの設定は引き継がれます。
	 必ずUSBフラッシュメモリ内にコピーした「PASS×AES(.exe)」を実行してくださ
い。パソコンのデスクトップやフォルダからは実行できません。

PASS/PASS × AES を使用する

 PASS および PASS × AES は、デスクトップ画面で使用します。スター
ト画面からは使用できません。

セキュリティフォルダを作成する
PASS または PASS × AES をはじめて起動したときは、USB フラッシュメモリ内にセ
キュリティフォルダを作成します。
	作成したセキュリティフォルダを削除した場合も、次の手順で作成し直して
ください。
	「コンピューター」からUSBフラッシュメモリをダブルクリックし
ます。

	 1. 	 左下のエクスプローラーアイコンをクリックします。

	２. 	 左側のツリーで「コンピューター」を選
択します。

	３. 	「コンピューター」が開きます。
例えば、パソコンの最後のドライブが
E の場合、「リムーバブル ディスク（F:）」
と表示されます。

ドライブのアイコンは、お使いの
モデルよって異なります。

	４. 	 挿入したUSBフラッシュメモリをダブルクリックします。
USB フラッシュメモリ内が表示されます。

 USB フラッシュメモリをパソコンに挿入したときに表示されるメッセージ
をクリックして、表示されるダイアログをクリックすると直接 USB フラッ
シュメモリ内が表示されます。
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	USB フラッシュメモリ内の「PASS(.exe)」または
「PASS× AES(.exe)」をダブルクリックします。
初期設定画面が表示されます。

	各項目を設定して［OK］ボタンをクリックします。
 各項目の設定については、「PASS」および「PASS× AES」のユーザーズマ
ニュアルをお読みください。
USB フラッシュメモリ内にセキュリ
ティフォルダ「PASS フォルダ」が作成
されます。
また、PASS × AES 画面が表示され
ます。

 セキュリティフォルダは Windows パソコン／ Macintosh 共通で使用でき
ます。

この後は、「PASS」および「PASS × AES」のユーザーズマニュアルをお読み
ください。

USB フラッシュメモリを取り外す
PASS または PASS × AES を使用している USB フラッシュメモリを取り外す際には、
まずセキュリティフォルダを隠して（非表示にして）、USB フラッシュメモリ内から見え
なくします。	

セキュリティフォルダを隠さないで取り外すと、エラーメッセージが表示さ
れます。
	USBフラッシュメモリ内から起動しているプログラムやウィンド
ウを閉じます。
	PASSまたはPASS×AES画面で［隠して終了］ボタンをクリック
します。
	セキュリティフォルダを見えなくします。

	
PASS× AESの場合は、暗号化して保存します。

 セキュリティフォルダを表示しているときに、PASS または PASS×AES 画
面が表示されていない場合は、USB フラッシュメモリ内の「PASS（.exe）」ま
たは「PASS × AES（.exe）」をダブルクリックするか、通知領域の または
アイコンをクリックすると、PASS または PASS×AES 画面が表示されます。
※ 通知領域に が表示されている場合は、 をクリックして または アイ

コンをクリックします。

	エクスプローラーの「コンピューター」で使用しているリムーバブル
ディスクを選択します。

	エクスプローラの［管理］タブの
をクリックします。

	「安全に取り外すことがことがで
きます。」という内容のメッセージ
が表示されます。

	USBフラッシュメモリをパソコンのUSBポートから取りはずし
ます。


