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認証画面が
表示されると…

 ICカードから
ID・パスワードを読み出し

 
 自動入力  

●●●●●●●

UserID

認証画面に対応するID・パスワードを
自動で送出します。 

ICカードが認証済み状態で、認証画面
（Windowsアプリ/HTML等）が表示されると…

N

・ SmartLogon® －ログオン制御・操作制御ソフト
・ SmartCipher® －ファイル暗号ソフト
・ SmartExec® －アプリケーション連動、自動暗号化プログラム
・ SfxCipher  －自己展開型暗号化書庫

・ Director －ICカード発行管理ソフト
・ SCD装置 －ICカード発行管理システム専用

　セキュリティ管理装置
・ ソフトウェアライセンス

・ 接触型/ハイブリット型
  （接触＋非接触）ICカード
・ ICカードリーダー/ライター
・ 各クライアントソフトウェアライセンス

・ ICカードリーダー/ライター
・ ICカードリーダー/ライター用
   クリーニングキット
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自動的に入力

●お問い合わせ

セキュリティソリューション
スマートシリーズ

●アプリケーションを事前に登録設定しておくことによって、登録したアプリケーションへのログオンの際に、ユーザー
名などのID・パスワードを自動的に入力が可能です。また、設定は管理者のみが行えます。
●OKボタンの自動クリック設定により、ログオン処理を完全自動化も可能です。
●最大100種類のアプリケーションのログオン情報を登録可能で、そのうち20種類までのログオン情報を各
ICカードに格納できます。

Windows 7, 8.1, 10[Ver.1703～1803]（32/64 bit）対応
※基本パッケージPlusでは、AuditorとSmart Shredderが含まれま
す。

Windows 7, 8.1, 10[Ver.1703～1803]（32/64 bit）対応

※ICカードの利用者数に応じてライセンスを
　ご購入いただきます。

SmartLogon® AP （認証情報の自動入力） 

製品構成

FSS
基本パッケージ

FSS発行管理
パッケージ

※1.動作環境は、想定した一般的使用環境での弊社における動作確認の結果であり、必ずしもお客様のご利用環境下での動作を保証するものではありません。推奨動作環境
を満たしている場合でも、個々のご使用環境下における各種機器、ネットワーク、ソフトウェアー等の相互の影響、差異などにより動作しない場合があります。
また、クライアントについては動作環境としてWindows 7, 8.1, 10[Ver.1703～1803]（32/64 bit）を推奨します。

株式会社 ローレル インテリジェント システムズ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-10 第２ローレルビル1F
TEL.03-5510-3010　FAX.03-5510-3011
※ FSS、SmartLogon、SmartCipher、SmartExec、SXAL、MBALは、株式会社ローレル インテリジェント
　システムズの登録商標です。記載されている社名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

SmartCipher® for FileServer （無権限者による閲覧を防ぐ）
●ファイルサーバー上の特定フォルダへ、平文ファイルを格納するだけで、事前に指定済みの暗号キーによって
暗号化されます。

●全く暗号化を意識することなく、運用ルールにしたがって、作成したファイルを特定のフォルダへ格納するだけです。

SmartShredder （ファイルの完全削除） ※基本パッケージPlusに含まれます。
●ファイル削除の際に元のファイルに対して乱数を暗号化したデータで上書き削除します。

RD-Filter （外部デバイスの詳細制御） 
●外部デバイスの種類（FD/RD/CD/ネットワークフォルダー/外部ディスク）毎にアクセス制限可能です。
●操作も通常のExplorer 画面からドラック アンド ドロップが可能です。
●特定の外部デバイス（ベンダーID/プロダクトID指定）のみアクセス許可にする機能もあります。
●外部デバイスのアクセスログをRD-Filterのログとして採取します。
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Director

セキュリティ管理装置(SCD）/RS232C

Auditor  ◆オーディター◆ ※基本パッケージPlusに含まれます。

◆ICカード◆

Eco機能 （省電力機能） ※基本パッケージVer. 6.0以降

USB（トークンタイプ）USB

® ®

®

自動暗号化フォルダ

右クリック

暗号ファイル 
（編集するときは、そのままダブルクリック） 

暗号化されている
ファイルのアイコン 

ドラッグ&ドロップ 

専用アプリケーション コンテキストメニュー 

平文ファイル 

ドラッグ&ドロップ 

アプリケーションの起動に連動して白動的に復号化をします。市販製品にも
応用できるため、特定のソフトを起動するには許可されたユーザのICカード
が必須となり、権限のないユーザにはソフトの利用やファイルの閲覧に制限を
持たせることができます。

●事前に市販ソフトと関連するファイル（パス指定）の関連付け（設定ファイル
の作成）
●設定ファイル実行で、指定ファイルの白動復号後、市販ソフトを起動する
機能
●市販ソフト終了時には、指定ファイルを白動暗号化する機能（設定ファイル
にて指定したパス内のファイルが対象）

●ICカードの抜き取りによるPCロック時に自動的にディスプレイをOFF
にします。（ディスプレイOFFまでの時間は任意に設定可能です）
●消費電力削減（参考値：約10％）によりエコロジー対策に有効です。
●ICカードを挿入したままの離席防止にも役立ちます。
●席に戻り、ICカードを挿入するか、マウス操作にて再びディスプレイが
ONになります。

FSSでは、認証デバイスとして接触型ICカードを使用します。
※非接触チップを搭載したハイブリットICカードも提供しています。
●ICカードはセキュリティデバイスとして設計されており、IC内部の解析、
複製、偽造などは極めて困難です。
●ICカードはメモリーとCPUを内蔵しており、メモリー部分にID、暗号鍵、
パスワード、有効期限などの認証情報を格納します。
●認証のプロセスはICカードに内蔵されたCPUで完結するため、暗号鍵や
パスワード等の情報が外部のPCに残ることがありません。
●ICカードは自己防護機能を持っています。
　 ・ 格納した暗号鍵などには有効期限の設定が可能で、有効期限を過ぎた
　場合は自動的に無効化します。
　 ・ 間違ったパスワード入力を連続して6回受けた場合には、不正アクセスの
　試みと見なし、自らをロックしてその後のアクセスを拒絶します。
●ICカードはさまざまな応用が可能です。
　 ・ 会社名、氏名、社員番号、顔写真などを印刷することによって社員証等と
　しての利用ができます。
　 ・ 磁気ストライプつきICカードや、非接触チップも搭載したハイブリッド
　カードを使用することで、入退出管理システムなど他のITソリューションと
　統合運用することも可能です。

共通鍵暗号方式の高速暗号アルゴリズムで、SXAL（8バイトブロック
暗号）とMBAL（可変長暗号）で1回に処理するデータの長さを、バイト
単位に可変長処理する大変強度が高い暗号システムです。アルゴリズム
の公開により学会などで広く検証されていますが、近道解法などは
発見されておりません。1993年株式会社ローレルインテリジェント
システムズによって開発され、1995年にISO（国際標準化機構）に
公開暗号アルゴリズムとして登録され、国際的に認知されています。
また、欧州の暗号規格NESSIEや日本の暗号規格CRYPTRECにおいて
採用されている、AESも利用可能です。

高速暗号アルゴリズムSXAL®/MBAL®
◆スクーザル／エムバル◆

FSSシリーズで認証鍵となるICカードを安全に発行管理します。

●ICカード発行は2重、3重に守られており、カードの発行、変更などの操作には
以下の条件を同時に満たすことが必要です。
・専用セキュリティ管理装置（SCD）の接続
・マスター鍵設定などを行うための発行統括者用鍵（A鍵）
・実際にICカード発行を行うための発行管理者用鍵（B鍵）
・発行管理者のID（SCD）
・発行管理者のパスワード（SCD）
・発行管理者のパスワード（ICカード）

●オフライン更新機能
ICカード発行管理システムからICカー
ド更新データを発行することにより、
遠隔地でのICカードの更新を可能に
します。
●予備カード登録機能で有効利用
　本機能で登録した予備カードを事前
に配備しておき、必要時に当該ユー
ザー用の更新データを発行すること
で、指定期間のみ特定ユーザー用の
ICカードとして利用可能に出来ます。

●画面に表示される各種ウィンドウタイトルをログとして採取します。
●印刷に関するログ等も採取します。

●ログオン後もICカードの存在を監視し続けるため、来客などで席を離れる
場合などでもICカードの抜き差しだけで確実なコンピューターのロック、
ロック解除が行えます。
　・ICカードが抜かれた場合にはコンピューターの操作をロックし一切の
　入力を拒絶します。
　・改めてICカードが挿入され、パスワードを入力すると、ロック前の状態に
　戻り中断した作業を続けることが出来ます。
　・共有端末等で、誰かがロックした端末を、別のカードでロック解除し作業
　を続ける設定も可能です。

●ログオン、ログオフ、ロック、ロック解除の操作情報をログとして記録すること
が可能です。

●1枚のICカードに、最大30種類の各種システムへのログイン情報（ID・
パスワード）の格納～自動送出が可能です。

文書、電子メール、表計算、画像、ムービーなどPC上のあらゆるファイルを
暗号化することによって保護します。
●ドラッグ&ドロップやマウスの右クリックなどの簡単&スピーディーな操作で
暗号化や復号化を行います。

●電子メール本文も簡単操作で暗号、復号化できます。
●ファイルの暗号化と同様の手順で、ファイルの圧縮＋暗号化も可能で、
バックアップなどにも便利で安心です。
●自動暗号化フォルダを指定することによって中のファイルを随時自動暗号化、
ログオフ時に自動暗号化、ログオン-ログオフ時に自動暗号、復号化する
なども可能です。
●暗号鍵とパスワードは、解析、偽造、複製などが極めて困難なICカード
（スマートカード）に格納しており安全です。
●上書きによる完全削除機能により、暗号化した後の平文ファイルを完全に抹
消し、削除ファイルの復活を不可能とします。

®

SmartCipherやSmartLogonなど、FSS製品の操作履歴ログを一覧表示
します。
月単位にCSVに保存する機能や、ログオン時に指定サーバへ自動アップロード
する機能などを備え信頼性を高めると同時に、ユーザビリティを高めること
で管理者の負担を軽くしています。

●SmartCipherの機能実行（暗号化、復号化、圧縮暗号化、復号展開、
実行、保存）のログを表示します。

●SmartExecの作動時（自動復号化、自動暗号化）のログを表示します。

●SmartLogonの作動時（ログオン、ログオフ、ICカードの抜き差し）のログを
表示します。

●ログ情報はすべて暗号化して保存されています。

●各種ログは、Log Uploadを使用によりログオン時に指定パスへ自動コピー
できます。

●FSS環境が無い相手先（取引先・ユーザ先など）に機密ファイルを送りたい
場合でも、簡易的に圧縮暗号化することが可能。
●しかも自己展開可能なEXEファイルにしますので、受け取った相手先では、
それをダブルクリックし別途送り先から入手したパスワードを入力して頂く
だけでOK。

SfxCipher ◆エスエフエックスサイファー◆




