
飛天製品導入事例集

飛天ジャパン株式会社
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課題

ご提案

オンラインゲーム認証の番犬
ID/パスワードの脆弱性についての対策

システム利用イメージ

オンラインゲーム用ワンタイムパスワードトークン
・「BRUCE KEY」ブルースキー
・Symantec 「VIPトークン」

WEBサーバ OTP認証サーバ

OTP

Agent

Web

Application

①ID+PASS+OTP
②ID+PASS+OTP

④OTP認証結果

③OTP認証

⑤OK/NG

DB

・ ID ： ユーザ ID
・ PASS： 静的ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

・OTP ： 動的ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

オンラインゲームおける第三者による
ユーザIDとパスワードの乗っ取り

・一要素認証の脆弱性
・パスワードの変更忘れ

ワンタイムパスワードの導入

・二要素認証
・可変パスワードの生成

番犬パグ（中国犬）：常に機嫌がよく子供でも接しやすく、しつけやすい①



導入事例

導入コスト例

製品仕様 評価キット無償貸出

課題
・オンラインゲームの「アカウントハッキング」を防ぎたい

・ゲーム会社は物流も含め、在庫負担をしたくない

解決策
・ゲームユーザーのワンタイムパスワードトークン使用

・Amazon 飛天ジャパンストアーの開設

導入効果
・二要素認証による認証強化

・飛天ジャパンによる在庫の負担および物流管理

某大手オンラインゲーム制作会社様：オンラインゲームの認証

■評価版OTPトークン - 無償貸出 -
OTP C100 （Event Based） または、
OTP C200 （Time Based） トークン

梱包物：
・ OTPトークン
・ SDK CD-ROM

- ソフトウエア
- 開発者ガイド

※無償で評価キットの貸出を実施しております
動作検証の際は弊社までご連絡下さい

対応OS（*OTP認証ｻｰﾊﾞ） Windows Server 2003/ 2008
RedHat Enterprise Linux AS4

ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ OATH規格準拠のｲﾍﾞﾝﾄﾍﾞｰｽまたはﾀｲﾑﾍﾞｰｽ

コンポーネント 内蔵ﾎﾞﾀﾝ/見やすい液晶画面/固有のｼﾘｱﾙ番号

寸法、重量 幅: 62mm/高さ: 29mm/奥行: 11mm、重さ: 20g

ハードウエア認定 RoHS規格準拠

動作温度、耐用温度 動作温度：0℃～50℃

耐用温度：-20℃～70℃

防水規格 IP65 （侵入保護）

ケース ﾊｰﾄﾞ形成ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ABS樹脂),ﾀﾝﾊﾟｰｴﾋﾞﾃﾞﾝﾄ仕様

キー保持メモリ ｽﾀﾃｨｯｸﾗﾝﾀﾞﾑｱｸｾｽﾒﾓﾘ（RAM）

電池寿命 標準ﾘﾁｳﾑ電池、3～5年（約14,000回ｸﾘｯｸ）

カスタマイズ可能部分 ケース色／会社ロゴ／フェイスプレート

OneTimePassword(OTP) ﾄｰｸﾝ

必要製品群 製品名 数量 標準価格（税抜）

ワンタイムパスワード トークン OTP C200 (Time-Based) 100本 220,000円

ライセンス料 100ライセンス 700,000円

ライセンス保守費用 ライセンス料の20% 140,000円

合計 1,060,000円

OTPトークン１００本と OTP認証サーバFOAS １００ライセンス場合

情報サービス業

パグ



課題

ご提案

リモートアクセス認証の番犬
VPN/SSO（シングルサインオン）連携による認証強化

社内業務システムにおいて
ID/パスワードだけの認証方式だけではセキュリティに不安がある

◆社外から社内に安全にVPN接続させたい

国内外のIT利用環境がバラバラのため、
ソフトウェア方式の認証強化方法では導入・サポートコストが掛かる

・二要素認証として、ワンタイムパスワードトークンを採用

・シングルサインオン、VPN装置との連携性が高いトークンの採用

・ワンタイムパスワードトークンによるコスト削減

番犬パグ（中国犬）：常に機嫌がよく子供でも接しやすく、しつけやすい②

システム利用イメージ



導入事例

導入コスト例

製品仕様 評価キット無償貸出

課題 日本本社、国内拠点、海外拠点において10000ユーザーの社内イントラへのリモート
アクセスおよびクラウドサービス（Office365）の認証強化を図りたい

解決策
・二要素認証として、ワンタイムパスワードトークンを採用

・シングルサインオン（HP Icewall SSO）、VPN装置（Juniper SA SSL-VPN）との連携性が
高いトークンの採用

導入効果
・二要素認証による認証強化

・OATH準拠のハードウェアトークンの採用により、トータルの導入・運用コストが大幅に削減

某大手製造業メーカー様：リモートアクセス認証強化

■評価版OTPトークン - 無償貸出 -
OTP C100 （Event Based） または、
OTP C200 （Time Based） トークン

梱包物：
・ OTPトークン
・ SDK CD-ROM

- ソフトウエア
- 開発者ガイド

※無償で評価キットの貸出を実施しております
動作検証の際は弊社までご連絡下さい

対応OS（*OTP認証ｻｰﾊﾞ） Windows Server 2003/ 2008
RedHat Enterprise Linux AS4

ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ OATH規格準拠のｲﾍﾞﾝﾄﾍﾞｰｽまたはﾀｲﾑﾍﾞｰｽ

コンポーネント 内蔵ﾎﾞﾀﾝ/見やすい液晶画面/固有のｼﾘｱﾙ番号

寸法、重量 幅: 62mm/高さ: 29mm/奥行: 11mm、重さ: 20g

ハードウエア認定 RoHS規格準拠

動作温度、耐用温度 動作温度：0℃～50℃

耐用温度：-20℃～70℃

防水規格 IP65 （侵入保護）

ケース ﾊｰﾄﾞ形成ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ABS樹脂),ﾀﾝﾊﾟｰｴﾋﾞﾃﾞﾝﾄ仕様

キー保持メモリ ｽﾀﾃｨｯｸﾗﾝﾀﾞﾑｱｸｾｽﾒﾓﾘ（RAM）

電池寿命 標準ﾘﾁｳﾑ電池、3～5年（約14,000回ｸﾘｯｸ）

カスタマイズ可能部分 ケース色／会社ロゴ／フェイスプレート

OneTimePassword(OTP) ﾄｰｸﾝ

OTPトークン１００本と OTP認証サーバFOAS １００ライセンス場合

製造業

パグ

必要製品群 製品名 数量 標準価格（税抜）

ワンタイムパスワード トークン OTP C200 (Time-Based) 100本 220,000円

ライセンス料 100ライセンス 700,000円

ライセンス保守費用 ライセンス料の20% 140,000円

合計 1,060,000円



課題

ご提案

リモートアクセス認証の番犬
USBﾄｰｸﾝ + PKIを活用した電子証明書 による2要素認証で、よりセキュアなVPN接続を実現！

システム利用イメージ

VPNによるリモートアクセス通信途中の盗聴防止

 ID,パスワードの漏えい・電子証明書の不正コピーによる機密情報漏えい

・二要素認証としてUSBトークンePass2003を採用

・電子証明書をePass2003トークンに格納

番犬秋田犬（日本犬）：温厚で従順、人気の高い犬種

USBトークン
ePass2003＋SDK

弊社提供製品

※VPN製品及び電子証明書等のインフラ環境はお客様側でご用意頂く必要があります。

③



導入事例

導入コスト例

製品仕様 評価キット無償貸出

課題 医療機関向けのオンラインシステムで利用する個人情報等を、
安全に保護できるネットワークインフラ環境を提供する必要があった。

解決策
◆USBトークンePass2003を採用

• 二要素認証の確立
• 電子証明書を格納

導入効果
• VPNによるネットワーク経路の暗号化とともに、電子証明書を ePass トークンにセキュアに格納
することで、データ盗聴防止及び二要素認証による認証強化を実現した。

• 電子証明書が入ったUSBトークンを持った利用者のみが、
経路設定された相手先とセキュアネットワークサービス網経由で通信可能とすることを実現した。

セキュリティサービスプロバイダ様： ePassトークンによるVPN認証強化

ePass2003

１００ユーザの場合

情報サービス業

秋田犬

必要製品群 製品名 数量 標準金額（税抜）

USBトークン ePass2003 100 本 500,000円

USBトークン 開発キット ePass2003 SDK 1ｾｯﾄ 9,500円

合計 509,500円

※VPN製品費用、電子証明書発行費用等のインフラ環境構築費用が別途必要です

対応OS Windows XP/ Server2003/ Vista /
Server2008/ Server2008R2/ 7/ 8/ 8.1/
Mac OS X(10.6x)以上/Linux

対応規格 PKCS#11, MS CAPI, X.509 v3, SSL, PC/SC,
IPSec/IKE, ISO 7816-3,4 , Minidriver

メモリ容量 64K

暗号化アルゴリズム RSA512/1024/2048, AES, DES, 3DES, 

SHA-1, SHA-2

ケース PC材質(A-1)

タンパーエビデント

データの保存期間 10年以上

メモリのリライト回数 500,000回以上

■評価版ePass USBトークン
-無償貸出-

ePassシリーズ USBトークン

梱包物：
・USBトークン
・SDK CD-ROM
・マニュアル

弊社評価キットは情報保護対策や認証システム構築時
の検証に最適な評価版となっております。また、ご購入
前に検証が行えるので、導入後のトラブルを軽減します。



課題

ご提案

Webシステム認証の番犬
リバースプロキシを利用、Webシステムに簡易に二要素認証による認証強化を実現！

システム利用イメージ

個人情報や機密情報を扱うWebシステムでは、不正アクセスによる情報漏えい
等が発生した場合の影響範囲が大きく、より強固な認証が必要

既存システムに強固な認証を実現するためには、修正個所の特定や修正作業
そのものに、大きな工数が発生

・SecureVisitをリバースプロキシとして利用することで、従来のID、パスワードによる
認証に、USB トークンを加えた二要素認証を導入することで、USBトークンを所有
している本人のみにアクセスを限定し、不正アクセスの被害を防止する

・SecureVisitは既存のWebシステムに変更を加えることなく、簡単・迅速に
二要素認証による認証強化を実現する

番犬シュナウザー(ドイツ犬）：家畜の番をする農場犬

Secure Visit
ユーザー名

パスワード

Web Server

Web認証強化
従来から運用されているWebシステムを変更することなく
「SecureVisit」をWebサーバーの前面に置くだけで、USB
トークンによるWeb認証およびアクセス制御を実現します。

お客様
利用PC

④



導入事例

導入コスト例

製品仕様 評価キット無償貸出

課題 組合と健診機関をつなぐネットワークシステムを構築するにあたり「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン」にて定める「2要素認証」が必要となった。

解決策
◆SecureVisitの導入

・リーバスプロキシによりWebシステムのアクセス制御を実現。
・USBトークンによる二要素認証。

導入効果
• 健康診断等、個人情報の事故リスクの観点で、ヒューマンエラーや郵便事故が情報漏えいにつな
がる経路を断ち切ることが出来た。

• 全国の健診機関より業務効率面およびセキュリティ面で信頼を得ることにつながった。
• 平成24年10月より全国約70箇所の健診機関にて、トラブルなくUSB認証キーが利用されている。

ITベンダー様： 健康保険組合向けWebシステム認証強化

SecureVisit

１００ユーザの場合

情報サービス業

シュナウザー

必要製品群 製品名 数量 標準価格（税抜）

認証サーバクライアントライセンス
（ソフトウェア）

SecureVisit
（100ｸﾗｲｱﾝﾄ/1ｾｯﾄ）

1 セット 756,000円

USBトークン ePass1000ND USBトークン 100 本 350,000円

保守費用 年間保守費用 113,400円

合計 1,219,400円

※SecureVisitサーバ用ハードウェアはお客様側でご用意頂く必要がございます（仮想環境でも動作可能）

SecureVisitサーバ

対応OS RedHat Enterprise Linux ES5/ CentOS5

CPU Celeron 1.7GHz以上

メモリ 1GB以上

ハードディスク 50GB以上

ネットワーク Ethernet

管理コンソール

対応OS Windows 7/8

Windows Vista SP1/SP2

Windows XP SP1/SP2

ブラウザ IE6以上 (32bit)（ActiveXが実行できること）

その他 USB1.1/2.0 空きポート2つ以上

クライアント

対応OS Windows 7/8

Windows Vista SP1/SP2

Windows XP SP1/SP2

ブラウザ IE6以上 (32bit)（ActiveXが実行できること）

その他 USB1.1/2.0 空きポート2つ以上

■評価版 SecureVisit -無償貸出-

梱包物：
・USBトークン x 2本
・ソフトウェア
・マニュアル

弊社評価キットは認証システム構築時の検証に最適な評
価版となっております。また、ご購入前に検証が行えるの
で、導入後のトラブルを軽減します。



課題

ご提案

会計書類回収確認の番犬
コンビニエンスストア会計書類回収確認システムにおけるワンタイムパスワードの活用

システム利用イメージ

各店舗の会計書類のドライバーによる回収がセンター側で確認できない

・ハンディーターミナル等の追跡システムを全店舗に導入するには,
膨大な導入コストが掛る

・紛失時に原因究明が出来ず、有効な再発防止策が作れない

ワンタイムパスワードの導入

・従来方式より大幅なコスト削減
・回収時にドライバーによりワンタイムパスワードの番号連絡により
センター側で授受の確認

番犬パグ（中国犬）：常に機嫌がよく子供でも接しやすく、しつけやすい⑤



導入事例

導入コスト例

製品仕様 評価キット無償貸出

課題
国内一万店舗に、ガス・水道・電話などの光熱費レシートを入れた会計書類を食品の配達会社様の
ドライバに渡し、センター側で集計する業務を行っている。会計書類を回収後紛失した際に、追跡方
法がなかった。

解決策
◆回収時にドライバーによりワンタイムパスワードの番号連絡によりセンター側で授受の確認。

・60秒パスワード変更から、24時間変更にカスタマイズ変更。
・6桁表示から4桁表示へのカスタマイズ変更。

導入効果
・紛失防止と追跡方法の確立。

・導入・運用コストの大幅な削減。

某大手コンビニエンス様：物流システムにおける会計書類回収確認システム

■評価版OTPトークン - 無償貸出 -
OTP C100 （Event Based） または、
OTP C200 （Time Based） トークン

梱包物：
・ OTPトークン
・ SDK CD-ROM

- ソフトウエア
- 開発者ガイド

※無償で評価キットの貸出を実施しております
動作検証の際は弊社までご連絡下さい

対応OS（*OTP認証ｻｰﾊﾞ） Windows Server 2003/ 2008
RedHat Enterprise Linux AS4

ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ OATH規格準拠のｲﾍﾞﾝﾄﾍﾞｰｽまたはﾀｲﾑﾍﾞｰｽ

コンポーネント 内蔵ﾎﾞﾀﾝ/見やすい液晶画面/固有のｼﾘｱﾙ番号

寸法、重量 幅: 62mm/高さ: 29mm/奥行: 11mm、重さ: 20g

ハードウエア認定 RoHS規格準拠

動作温度、耐用温度 動作温度：0℃～50℃

耐用温度：-20℃～70℃

防水規格 IP65 （侵入保護）

ケース ﾊｰﾄﾞ形成ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ABS樹脂),ﾀﾝﾊﾟｰｴﾋﾞﾃﾞﾝﾄ仕様

キー保持メモリ ｽﾀﾃｨｯｸﾗﾝﾀﾞﾑｱｸｾｽﾒﾓﾘ（RAM）

電池寿命 標準ﾘﾁｳﾑ電池、3～5年（約14,000回ｸﾘｯｸ）

カスタマイズ可能部分 ケース色／会社ロゴ／フェイスプレート

OneTimePassword(OTP) ﾄｰｸﾝ

OTPトークン１００本と OTP認証サーバFOAS １００ライセンス場合

運送業

パグ

必要製品群 製品名 数量 標準価格（税抜）

ワンタイムパスワード トークン OTP C200 (Time-Based) 100本 220,000円

ライセンス料 100ライセンス 700,000円

ライセンス保守費用 ライセンス料の20% 140,000円

合計 1,060,000円



課題

ご提案

MFP機器H/Wオプション機能制御番犬
USBドングルで機能制御

システム利用イメージ

製造原価のコストを下げたい

・出荷先、機能ごとにオプションカードを作成すると、
カスタマイズごとの設計・製造コストがかさむ

マスターのオプションカードを作成しUSBドングルで機能制御する

・ USBドングル（ROCKEY)内にオプションデータを格納し、
機能制御で出荷先機能ごとのオプションカードをカスタマイズする

番犬ラブラドール(英国犬)：漁網から狩猟まで万能・盲導犬

USBドングル
ROCKEY4ND

弊社提供

お客様側

⑥

ROCKEY4ND
をご活用下さい！

製造工程効率化の為の ROCKEY4ND ご活用案



導入事例

導入コスト例

製品仕様

課題
MFPの製造ラインでは、オプションカードの共通化が進んでいなかった。その為に最終工程で出荷先
に応じた情報（輸出先、製品ラインナップ、オプション機能など）を直接ボード上に焼き込んでいるた
めカスタマイズごとの設計・製造コストがかさんでいた。

解決策 ・マスターのオプションカードを作成しUSBドングルで機能制御をすることによりカスタマイズごとの
設計・製造コストを削減した。

導入効果
・開発、製造、調達コストが従来より30％削減できた。

某大手製造業様：MFP機器のH/Wオプション機能制御

初回購入各１０本の場合

製造業

ラブラドール

ｿﾌﾄｳｪｱ開発キット 標準単価（税抜） ﾄﾞﾝｸﾞﾙ
標準単価（税

抜）
合計標準金額
（税抜）

ROCKEY2 SDK 7,500円 ROCKEY2 ×10 本 28,000円 35,500円

ROCKEY4ND SDK 8,000円 ROCKEY4ND  ×10 本 32,000円 40,000円

ROCKEY6Smart SDK 10,100円 ROCKEY6Smart ×10 本 65,000円 75,100円

ROCKEY USBﾄﾞﾝｸﾞﾙ

機能 ROCKEY2 ROCKEY4ND ROCKEY6Smart

1 セキュリティレベル EEPROM EEPROM 32bitスマートカードチップ
2 メモリサイズ（バイト） 2.5K 1K 70K
3 エンベロープツール ○ ○ ×
4 APIプロテクト ○ ○ ○
5 ドライバレス ○ ○ ○
6 対応OS Windows2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/7/8 (各32/64bits), Linux
7 MAC OS ○ ○ ×
8 対応言語 C/C++/VC/VB/Delphi/PB/Java/Active X/VS.Netなど

9 特徴 シンプル低価格 自定義アルゴリズム
開発環境搭載：Keil統合開発環境、
プログラマブルバーチャルマシ
ン開発環境、C51コンパイラ

評価キット無償貸出

■評価版 Rockey USBﾄﾞﾝｸﾞﾙ - 無償貸出 -

※無償で評価キット貸出を実施しております

梱包物： ・ USBドングル 1本
・ ソフトウエアCD-ROM
・ 開発者ガイド



課題

ご提案

違法複製防止の番犬
大手ゲームメーカーA社の輸出用アーケードゲーム機の違法複製防止

システム利用イメージ

違法複製防止が出来ず、知的所有権が守れなかった

・海外で業務用機器のソフトが違法コピーされ、海賊版が蔓延していた
・従来の方式（アクティベーション認証サーバー）では運営費用が高いために
採算性に問題があった

お客様のプログラムの一部をROCKEY6 Smart内に格納した

・ USBドングルが挿入されていないと重要な処理が実行できない
・従来方式からROCKEY6 Smart方式で採算性の向上を図る

番犬ブルドック（英国犬）：一度噛みついたら何があっても放さない

USBドングル
ROCKEY6Smart

弊社提供

プログラム本体

プログラム本体

ゲーム機

• ゲームプログラムの一部をROCKEY6 
Smartドングル内で秘密裡に実行させる。

• ICチップ内にプログラムを内蔵するため、
外部からこのプログラムの読取りや解析
をする事は出来ません。

⑦



導入事例

導入コスト例

製品仕様

課題 海外に輸出するアーケードゲーム機の違法複製が多発して、
売り上げが激減したと共に企業の知的所有権が保護できなかった。

解決策
◆お客様のプログラムの一部をROCKEY6 Smart内に格納した。

・USBドングルが挿入されていないとアーケードゲーム機が起動できない。
・32bitスマートカードチップでコピー完全防御により知的所有権の保護。

導入効果
• ROCKEY6 Smartによって違法複製防止ができた。
・ 従来のアクティベーションサーバー方式より、
安価で不正コピーソリューションを構築できた。

大手ゲームメーカー様：輸出用アーケードゲーム機の違法複製防止

初回購入各１０本の場合

情報サービス業

ブルドッグ

ｿﾌﾄｳｪｱ開発キット 標準単価（税抜） ﾄﾞﾝｸﾞﾙ
標準単価（税

抜）
合計標準金額
（税抜）

ROCKEY2 SDK 7,500円 ROCKEY2 ×10 本 28,000円 35,500円

ROCKEY4ND SDK 8,000円 ROCKEY4ND  ×10 本 32,000円 40,000円

ROCKEY6Smart SDK 10,100円 ROCKEY6Smart ×10 本 65,000円 75,100円

ROCKEY USBﾄﾞﾝｸﾞﾙ

機能 ROCKEY2 ROCKEY4ND ROCKEY6Smart

1 セキュリティレベル EEPROM EEPROM 32bitスマートカードチップ
2 メモリサイズ（バイト） 2.5K 1K 70K
3 エンベロープツール ○ ○ ×
4 APIプロテクト ○ ○ ○
5 ドライバレス ○ ○ ○
6 対応OS Windows2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/7/8 (各32/64bits), Linux
7 MAC OS ○ ○ ×
8 対応言語 C/C++/VC/VB/Delphi/PB/Java/Active X/VS.Netなど

9 特徴 シンプル低価格 自定義アルゴリズム
開発環境搭載：Keil統合開発環境、
プログラマブルバーチャルマシ
ン開発環境、C51コンパイラ

評価キット無償貸出

■評価版 Rockey USBﾄﾞﾝｸﾞﾙ - 無償貸出 -

※無償で評価キット貸出を実施しております

梱包物： ・ USBドングル 1本
・ ソフトウエアCD-ROM
・ 開発者ガイド



課題

ご提案

PCロックの番犬
USBトークンを使用したPCスクリーンロックにより、共有PC利用の管理を強化！

システム利用イメージ

不特定多数の利用者が使用する共有PCは利便性が高い反面、利用者の管理
が難しく、不正利用の可能性がある

公共の場では共有PCを利用させる場合、条例等の規制によりPC利用情報の
管理が必要

◆SecureCore Personalの導入
・USBトークンの抜去挿入によるPCスクリーンロック制御

・USBトークンをPC利用者に配布する際、利用者情報を別途記録することにより、
東京都条例などで求められるインターネットカフェでの利用者管理を簡単に実現

番犬グレート・デン（ドイツ犬）：番犬だが優しく穏やか

管理者

使用不可能

共有エリア利用

申請
利用者

貸出

利用者情報管理

◎USBトークンが無いとPC使用は不可

◎USBトークン貸出時に、「いつ」「だれが」「どのパソコン」を使っていたのかを記録する運用も容易

◎PC利用者には難しい操作は不要、離席中のプライバシーも確保

⑧



導入事例

導入コスト例

課題
不特定多数のお客様が出入りするインターネットカフェでは、東京都条例に対応するため、本人確認
を済ませたお客様だけがパソコンを使えるようにする必要があった。

解決策
◆SecureCore Personalの導入
・USBトークンの抜去挿入によるPCスクリーンロック制御。
・USBトークンをPC利用者に配布する際、利用者情報を別途記録することにより、
東京都条例などで求められるインターネットカフェでの利用者管理を簡単に実現。

導入効果
• PC利用者にはUSBトークンを配布し、PCロックを解除して利用してもらうことで、お客様に負担を掛
けずに、本人確認や利用者情報の記録が可能となった。

• PCロック中の画面にはフラッシュで作成したオリジナル画面を表示することで、お客様に威圧感を
与えることなく、心地よい画面でグループ会社の宣伝も可能となった。

カプセルホテル運営企業様：インターネットカフェ利用者情報の管理

SecureCore Personal ソフトウェア 10本の場合

宿泊業

グレート・デン

必要製品群 詳細 数量 標準価格（税抜）

SecureCore Personal パッケージ
SecureCore Personal クライアントライセンス
ePass1000ND (32K)USBトークン
SecureCore Personal 年間保守料

10 本

トークン追加購入の場合 ePass1000ND (32K)USBトークン @3,500円 x 必要本数

次年度以降（任意選択） ソフトウェア年間保守料 @225円 x 10 = 2,250円

合計 52,250円

製品仕様 評価キット無償貸出SecureCore Personal

対応OS
Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1
Windows Server 2003/ 2008/ 2012

CPU PentiumII266MHz以上を推奨

メモリ容量 64MB以上

ハードディスク容量 20MB以上の空き容量

その他 1ポート以上の空きUSBポート

対応USBトークン ePass1000ND

■評価版 SecureCore - 無償貸出 -
Personal パッケージ

梱包物：
・ USBトークン１本
・ ソフトウェア
・ マニュアル

無償で評価キット貸出を実施しております。



課題

ご提案

PCログオン認証の番犬
USBトークンを利用したログオン制御により、クライアントPCの不正利用を防止！

システム利用イメージ

ファイルサーバへの不正アクセス等による深刻な機密情報漏えいが発生

共有PCの操作ミスによる機密情報の漏えいや不正利用が発生

◆ SecureCore Standard の導入

・USBキーによる認証追加による本人認証及びファイルへのアクセス制限
・共有PCに認証可能なUSBキー登録により、利用者管理及びに不正利用防止

番犬シェパード（ドイツ犬）：訓練しやすく優秀、警戒心・攻撃力共に強い

※ログオン認証強化が必要なPCに、SecureCore Standard クライアントソフトをインストールします

※管理者ツール利用PCに、SecureCore Standard 管理ソフトをインストールします

※利用ユーザには、必要なUSBトークンを配布します

※SecureCore Standard はスタンドアローン製品のため、ネットワークに接続されている必要はありません

◎USBトークン挿入時の
みPC利用可能

◎USBトークンに対して
利用可能なPCを制限

使用不可能使用不可能

管理者

◎管理者ツールでトーク
ン紛失時の一時利用等
の運用をサポート

◎スタンドアローンで利
用可能

⑨



導入事例

導入コスト例

課題
金融機関、クレジットカード会社を顧客とする開発案件では、お客様環境にアクセスする必要があり、
これには物理的に格納されたセキュリティルームで、最高レベルのアクセス制限を施した端末を利用
する必要があった。

解決策
◆SecureCore Standard の導入

・USBキーによる認証追加による本人認証及びファイルへのアクセス制限
・共有PCに認証可能なUSBキー登録により、利用者管理及びに不正利用防止

導入効果
• 非常に高いセキュリティレベルを維持することが可能となった。
• 運用が容易で、情報システム部門が介在することなく、現場の人間での運用が可能となった。
• 低コストで導入でき、コストを圧迫せず、大規模な拡大も可能となった。

大手SIer様：セキュリティルームで利用する端末のセキュリティ強化

SecureCore Standard クライアントPC 10台、10ユーザ利用の場合

情報サービス業

シェパード

製品仕様 評価キット無償貸出SecureCore Standard

必要製品群 製品名 数量 標準価格（税抜）

SecureCoreクライアントソフトライセンス SecureCore PCロック 10クライアント 30,000円

SecureCore管理者ソフトライセンス SecureCore AT 1ライセンス 49,800円

USBトークン ePass1000ND USBトークン 10本 35,000円

ソフトウェア年間保守料(ソフトウェアライセンスの15％) 79,800円×0.15 11,970円

合計 126,770円

対応OS
WindowsXP/ Vista (32bit)
Windows 7/ 8/ 8.1 (32/64bit)

CPU PentiumII266MHz以上を推奨

メモリ容量 64MB以上

ハードディスク容量 20MB以上の空き容量

対応ブラウザ Internet Explorer 6以上

対応USBトークン ePass1000ND, ePass2003

■評価版 SecureCore - 無償貸出 -
Standard パッケージ

梱包物：
・ USBトークン2本
・ クライアントソフトウェア
・ 管理者用ソフトウェア
・ マニュアル

無償で評価キット貸出を実施しております。



課題

ご提案

USBメモリーからの情報漏えい番犬
USBメモリー等の外部記憶媒体の利用制御による内部不正発生防止！

システム利用イメージ

◆社外への情報漏洩防止
・USBメモリ、などの外部記憶媒体は、内部関係者による企業秘密、個人情報等の
漏えいの発生のリスクがある。

・USBメモリ、などの外部記憶媒体では、個々の媒体を区別することができない為、
追跡が出来ない可能性がある。

◆SecureCore RSS(ドーベルマン)の導入
・外部記憶媒体毎のポリシーに応じて、利用禁止／読み取りのみ／読み書き許可
といった利用制御を行う。
・外部記憶媒体を個体として管理することによりSDカード等シリアル番号を持たない
媒体も、利用ログに識別IDが記録され、使用された媒体を判別することが可能となる。

番犬ドーベルマン(ドイツ犬):警戒心が強くとても勇気がある

利用者

ポリシー設定
ログ監視

① 管理コンソールからサーバにログオン
② ポリシーを設定
③ クライアントにポリシーが反映
④ 外部媒体およびデバイスが制御される

管理者

SecureCore RSS 
サーバ

SecureCore RSS 
コンソールMicrosoft

SQL Server

デバイス制御

外部媒体制御

SecureCore RSS 
クライアント

・Microsoft SQL Serverを別途ご用意頂く必要があります

・サーバ、コンソール、クライアントソフトウェアは1台のPCに導入も可能

⑩



導入事例

導入コスト例

課題 導入費用を抑えつつ、従来製品の「外部媒体制御」「証跡ログ」の機能を強化し、外部媒体からの
情報漏えいをはじめとした内部不正防止対策を実施する必要があった。

解決策

◆SecureCore RSS(ドーベルマン)の導入

・外部記憶媒体毎のポリシーに応じて、利用禁止／読取書き許可といった利用制御を行う。
・外部記憶媒体を個体として管理することによりSDカード等シリアル番号を持たない媒体も、
利用ログに識別IDが記録され、使用された媒体を判別することが可能となる。

導入効果
• 外部媒体の制御が強化され、情報漏えいリスクが減少した。
• 証跡ログを利用することで、従来よりも稼働負担を軽減することが可能となった。
• 簡易版を一部導入することで、コストを抑え予算内で、外部媒体制御PCの集中管理を実現し、
運用コストを低減することができた。

大手通信キャリアグループ企業様：外部記憶媒体による情報漏えい防止対策

１００クライアント利用の場合

通信業

ドーベルマン

製品仕様 評価キット無償貸出SecureCore RSS

必要製品群 製品名 数量 標準価格（税抜）

SecureCore RSS クライアントライセンス SecureCore RSS外部メディア制御 100 ｸﾗｲｱﾝﾄ 830,000円

SecureCore RSS 管理者ｿﾌﾄ
(初回のみ購入)

SecureCore RSSサーバ 1ｾｯﾄ 99,800円⇒0円

ソフトウェア年間保守料(ソフトウェアライセンスの15％) 830,000円×0.15 124,500円

合計 954,500円

※価格はオープン価格です
※導入条件やライセンス数などで変わってきますので詳細はお問い合わせください
※100クライアント以上ご購入の場合、管理用ソフト1ライセンスは無償でご提供いたします
※別途、Microsoft SQLServer 製品をご用意頂く必要があります

サーバ

OS
Windows XP/ Vista/ 7(32/64bit) / 8(32/64bit) / 8.1(32/64bit)/Windows 2003 
Server/Windows 2008 Server

最小
構成

CPU Pentium 500MHz以上または同等性能のプロセッサ

メモリー 64MB以上

グラフィック 標準VGA256以上

ハードディスク 1GB以上（標準インストールの場合）

DB SQL Server 2005、またはSQL Server 2005以上

クライアント/コンソール

OS
Windows XP/ Vista/ 7(32/64bit) / ８(32/64bit) / 8.1(32/64bit)/Windows 
2003 Server/Windows 2008 Server

最小
構成

CPU Pentium 500MHz以上または同等性能のプロセッサ

メモリー 64MB以上

グラフィック 標準VGA256以上

ハードディスク 30MB以上

■評価版SecureCore RSS -無償貸出-

梱包物：
・ サーバーソフトウェア
・ 管理コンソールソフトウェア
・ クライアントソフトウェア
・ マニュアル

無償で評価キット貸出を実施しております。


