
印刷物の不正コピー、偽造、改ざん
などのセキュリティ対策に地紋印刷ソフト

「secuPrint5 Steganos」

サンプル

コピー

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

コピー



「secuPrint5 Steganos（セキュぷりんと５ ステガノス） 」は、複写機でコピーするときに

「Ｘ Ｘ証書」、「コピー不可」とか文字が浮かび上がる「地紋」を埋め込んで印刷できる

地紋印刷ソフトです。

任意のテキスト、書式、フォント、サイズ、色、位置など、自由に地紋を設定し挿入で

きます。ユーザ名、コンピュータ名、ドキュメント名、プリンタ名、印刷日時などのセ

キュリティ情報の強制挿入、さらに、文書全体への展開や複数地紋の挿入も可能で

すので、不正コピーによる情報漏洩の抑止、偽造・改ざんの防止効果を期待できます。

「「secuPrint5 secuPrint5 SteganosSteganos（セキュプリント５ステガノス）」（セキュプリント５ステガノス）」ととは・は・・・・・

特徴特徴・・・・・・

１．コピーすると文字が浮き上がる「地紋印刷」ができます。
２．普通のレーザ/インクジェットプリンタ、複合機、ネットワークプリンタ、共有プリン

タを利用できます。
３．普通のコピー用紙を利用でき、高価な地紋用紙と比べ経済的です。

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

３．普通のコピー用紙を利用でき、高価な地紋用紙と比べ経済的です。
４．印刷機能がある全てのアプリケーションからの印刷物に適用できます。
５．「誰が」、「いつ」、「何を」などのセキュリティ情報から、任意の文字列まで自由に

地紋設定できます。文字種、サイズ、場所なども自由に設定可能です。
６．文書全体や一部など、自由にレイアウト可能で、一部を切り取っての不正な持ち

出しも抑制できます。
７．複数の地紋を設定し、同時に地紋印刷できます。
８．印刷時の情報を埋め込めるドキュメントＩＤと印刷履歴で、偽造/改ざんの検知が

容易です。
９．アプリケーション毎、プリンタ毎に異なる地紋の設定が可能です。
１０．常時地紋を適用するプリンタ、適用しないプリンタの指定が可能です。
１１．常時地紋を適用するアプリケーション、適用しないアプリケーションの指定が

可能です。
１２．パスワードで管理できますので、不正に地紋を解除されることを防げます。
１３．地紋が挿入されて印刷されたか、また、地紋無しで印刷されたかの印刷履歴

が残ります。
１４．ネット経由のインストールやクライアントの一元管理が可能な

「secuPrint5 Steganos アドミンパック」
１５．Windows Serverターミナルサービなどの仮想化環境対応の

「secuPrint5 Steganos ターミナルサービス」
１６．地紋強制解除ＵＳＢキー作成ソフト

「Steganos Releaser（ステガノスリリーサ） 」（オプション）



「誰が」、「いつ」、「何を」から任意の文字列まで自由に設定可能「誰が」、「いつ」、「何を」から任意の文字列まで自由に設定可能・・・・・・

「ユーザ名」、「印刷日
時」、「ドキュメント名」
などのセキュリティ情
報を強制的に埋め込
み地紋印刷可能です。

「任意の文字列」からセ
キュリティ情報まで自由に
設定できます。文字種や
サイズも自由に設定でき
ます。

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

複数の地紋の埋込可能、アプリ毎に異なる地紋設定も可能・・・複数の地紋の埋込可能、アプリ毎に異なる地紋設定も可能・・・

複数の地紋を設定し、同時に
埋め込んで地紋印刷ができま
す。

地紋の条件「プロファイル」を作成して
おき、個々のアプリケーション毎に異
なる地紋を埋め込むことができます。
また、印刷機能のある全てのアプリ
ケーションで利用できます。



文書全体や一部など、自由にレイアウト可能文書全体や一部など、自由にレイアウト可能

文書全体や一部など、自
由にレイアウト可能で、一
部の不正な持ち出しも抑
制できます。

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

普通のレーザ普通のレーザ//インクジェットインクジェット//複合機、また普通のコピー紙を利用可複合機、また普通のコピー紙を利用可

普通のレーザ/インクジェットプ

リンタ、複合機、ネットワークプ
リンタ、共有プリンタで利用でき
ます。また、普通のコピー用紙
が利用できるので地紋専用紙
に比べコストを削減できます。



印刷品質など異なるプリンタでも最適な地紋設定値を簡単に調整可印刷品質など異なるプリンタでも最適な地紋設定値を簡単に調整可

プリンタの機種により印刷した際の
地紋文字の見え方、コピーした際
の地紋文字の浮き出し方が異なり
ますが、「調整シート」を印刷し、コ
ピーしてみることにより、数百種類
のパターンの中から、お使いのプリ
ンタでの最適な設定値を容易に捜
すことができます。

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

すことができます。

パスワード管理で不正な利用を排除できますパスワード管理で不正な利用を排除できます

パスワードで管理できますので、不
正に地紋を解除されることを防げま
す。また、「ドキュメントＩＤ」を含んだ
詳細な印刷履歴で印刷物の出所確
認も容易に行えます。



secuPrint5 secuPrint5 SteganosSteganos アドミンパックアドミンパック：： 管理ツール管理ツール・・・・・・

アドミンパックは、“管理ツール”
と“ログサーバー”などで構成さ
れる企業向けの製品となります。
ネットワーク上での「secuPrint5 
Steganos」のインストール、未使

用シリアルの回収などシリアル
ナンバーの管理、利用者の確認、
地紋、その他の設定も管理者に
よる一斉設定・更新などが可能
です。ActiveDirectory を利用した
配布や自動設定も可能です。

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

secuPrint5 secuPrint5 SteganosSteganos アドミンパックアドミンパック：： 配信内容の詳細な設定・・・配信内容の詳細な設定・・・

アプリケーションやプリンタ
の除外/許可、複数台のプリ

ンタへの一括設定、クライア
ントでの利用制限設定など
を簡単に設定することがで
きます。



secuPrint5 secuPrint5 SteganosSteganos ターミナルサービス（ＴＳ）ターミナルサービス（ＴＳ）：： 仮想化環境対応仮想化環境対応

ターミナル サービス（リモート
デスクトップ サービス）等の

仮想化環境で利用できる
バージョンです。「secuPrint5 
Steganos」のインストールは

サーバへの１回だけで済み
ます。印刷条件や制限設定
等もサーバ上で行うだけで
す。「secuPrint5 Steganos」は

同時接続数によるライセンス
提供になります。

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

secuPrint5 secuPrint5 SteganosSteganos アドミンパックアドミンパック//ＴＳＴＳ：： ログサーバービューアログサーバービューア

ログサーバーでは、クライアントから１５項目（ドキュメントＩＤ、日時、コンピュータ名、ユーザ名、
プリンタ名、ドキュメント名、ページ数、部数、出力枚数、両面、カラー、用紙サイズ、使用プロファ
イル、地紋有効/無効、解除キー利用の印刷ログを収集して、期間/コンピュータ名/ユーザ名/プ
リンタ名などで絞り込み表示し、それぞれの合計出力枚数などの印刷状況を確認することがで
きます。また、詳細情報をＣＳＶにエクスポートできますので、解析に利用できます。



secuPrint5 secuPrint5 SteganosSteganos アドミンパックアドミンパック//ＴＳＴＳ：： クライアント制限設定クライアント制限設定

管理ツールを利用してク
ライアントでの「設定変
更」などを不許可にできま
す。この場合は、地紋の
“追加”“削除”“管理”の
機能を利用できないよう
にした例です。

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

（下は利用制限設定した場合のクライアントの表示画面です。

地紋の“追加”“削除”“管
理”の機能がグレイ表示さ
れ利用できません。この設
定画面を表示させない設定
も可能ですので、確実に全
ての印刷物に地紋を強制
挿入するような利用も可能
です。

にした例です。



オプションオプション ：： SteganosSteganos ReleaserReleaser

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

Steganos Ｒｅｌｅａｓｅｒ（ステガノス リリーサ）：

設定した地紋を自動的に解除して印刷できる解除/制御ＵＳＢキー作成ソフトです。「Steganos Releaser」で
解除ＵＳＢキーを作成し、ＰＣに挿入して印刷することにより、全ての設定が解除された状態で印刷されます。
また、制御ＵＳＢキーを作成することにより、ＵＳＢキーに書き込まれた地紋内容で印刷されるようになります。
どの印刷物にＵＳＢ解除キーを利用して印刷したかどうかは印刷履歴に残りますので、不正な印刷が行れた
かどうかの確認も可能です。作成された解除/制御ＵＳＢキーは作成履歴で管理でき、また、他のＵＳＢメモリ
にコピーできませんので解除キーの流出を抑えることができます。
解除/制御ＵＳＢキー作成には、市販のほとんどのＵＳＢを利用できます。

｛利用例｝

１： クライアントで地紋の解除・変更を禁止設定して運用しているが、特定の文書だけ、地紋を解除して
印刷する必要がある。ただ、その都度、管理者が設定変更するのも面倒である。
このような場合、ＵＳＢ解除キーを上長から借用し、ＰＣに差し込んで印刷すれば、全ての設定が解除
されて印刷できるので便利である。

２： 複数の部署で地紋印刷が必要だがネットワーク経由で設定などが行えない環境である。また、ＰＣに
詳しい人材がいない状態である。それで、各部署で同じ地紋を徹底するためには、管理者が出向い
て設定しなければならないなど大変な作業になります。このような場合、管理者が制御ＵＳＢキーを
作成し、各部署に配布すればし、ＵＳＢキーに書き込まれた地紋条件で印刷されるようになります。

価格 ： １２５,０００円（本体価格）、１３１,２５０円（税込）/１ライセンス

＊ １ライセンスでＵＳＢ解除/制御キーは何個でも作成できます。



価格：

単体での購入、アドミンパック、ターミナルサービス、また、１年間ライセンスでの購入などがあります。
また、数量割引があります。

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

１～9 ¥16,800 ¥17,640

10～49 ¥15,100 ¥15,855

50～99 ¥13,500 ¥14,175

100～249 ¥12,500 ¥13,125

250～499 ¥11,750 ¥12,338

500～

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

10～49 ¥6,650 ¥6,983

50～99 ¥5,900 ¥6,195

100～249 ¥5,500 ¥5,775

250～499 ¥5,150 ¥5,408

secuPr in t5  Steganos １年間ライセンス

secuPr in t5  Steganos 

secuPrint5 Steganos

別途見積もり

secuPrint5 Steganos １年間ライセンス

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

500～

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

10～49 ¥15,100 ¥15,855

50～99 ¥13,500 ¥14,175

100～249 ¥12,500 ¥13,125

250～499 ¥11,750 ¥12,338

500～

管理ツール（ＴＳ版には不要です） 1 ¥30,000 ¥31,500

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

10～49 ¥6,650 ¥6,983

50～99 ¥5,900 ¥6,195

100～249 ¥5,500 ¥5,775

250～499 ¥5,150 ¥5,408

500～

管理ツール（ＴＳ版には不要です） 1 ¥30,000 ¥31,500

secuPr in t5  Steganos アドミンパック/ターミナルサービス（ＴＳ）

secuPr in t5  Steganos アドミンパック/ターミナルサービス １年間ライセンス

secuPrint5 Steganos アドミンパック/ターミナ
ルサービス １年間ライセンス
 
  ＊ＡＤ版には管理ツールが必須です。
     なお、管理ツール１ライセンスで管理できる
     クライアント数は無制限です。

secuPrint5 Steganos アドミンパック/ターミナ
ルサービス
 
 ＊ＡＤ版には管理ツールが必須です。
     なお、管理ツール１ライセンスで管理できる
     クライアント数は無制限です。

別途見積もり

別途見積もり

別途見積もり



動作環境：
・OS： Windows XP、Windows Vista、 Windows ７、Windows ８、Windows Server 2003/R2、

Windows Server 2008 /R2、 Windows Server 2012
*すべて 32bit/64bit 両対応
*「secuPrint5 Steganos ターミナルサービス」はサーバーＯＳのみ対応しています。

・PC： IBM PC/AT互換（Intel Pentium またはその互換 CPU 最低1GHz 以上 /
Intel Core2 またはその互換 CPU 2GHz 以上を推奨）

*Intel Itanium CPU (IA-64) には対応していません。
・ﾒﾓﾘ：Windows XP/2003 の場合、最低 512 MB以上/推奨 1GB 以上

Windows Vista/7/8/2008/2012 の場合、最低1.5GB以上/推奨2GB 以上
・インストールに必要なディスク空き容量：最低 １０ MB以上
・対応プリンタ：レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、複合機、ネットワークプリンタ、

共有プリンタ

開発/発売元：

コピーすると「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報が浮かび上がります。

開発/発売元：
株式会社アクティブウェーブ インタラクト
住所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-13-16 笠原ビル2F
TEL: 03-3985-4571 FAX: 03-3985-3291
URL: http://www.ecoprint2.jp
メール sales@awia.co.jp


