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ハードディスク・リムーバブルディスク暗号化ソリューション
Pointsec 販売開始のお知らせ
～ 個人情報・機密情報漏洩対策の決定的ソリューション
スウェーデン Pointsec Mobile Technologies AB と販売店契約を締結 ～

サイバネットシステム株式会社（東証第一部、本社：東京、資本金：9 億 9500 万円、代表
取締役社長：井上 惠久、以下“サイバネット”）は、スウェーデン Pointsec Mobile
Technologies AB（本社：スウェーデン ストックホルム、最高経営責任者：ピーター・ラー
ソン、以下“ポイントセック社”）と同社が開発・販売しているモバイルデータの暗号化製
品「Pointsec for PC」並びに「Pointsec Media Encryption」の販売契約を締結し、本日よ
り販売開始することをお知らせいたします。
サイバネットでは、相次ぐ個人情報の漏洩事件や企業機密の流出などに対して、PC 操作ログ
の収集管理ソリューション、個人情報データの棚卸しソリューションや社内ネットワークデ
ータの暗号化ツール、さらには、検疫ネットワークシステムなどを市場に投入して時流に即
した提案をしてまいりました。さらに、サイバネットは「社外への PC 持ち出し時の紛失対策」、
「リムーバブルメディアによるデータ持ち出しの際の暗号化」、「社内からの機密データの
入ったハードディスク盗難対策」などの諸問題に対し、最適なソリューションを提供するた
め、ポイントセック社製品を投入することとなりました。これらの新商品は、既存のネット
ワーク商品との相乗効果が期待できると共に、ＣＡＥ（註記参照）分野における顧客に対す
る、設計データ保護の観点からの提案も有効であると考えております。
Pointsec for PC は、独自技術により PC のハードディスク全体を暗号化することで、高いセ
キュリティレベルと容易な操作性の両立を実現したソフトウェアです。
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スタンドアロン状態での運用が可能なため、クライアント／サーバ型のセキュリティツール
と比較して管理者の負担を大幅に低減できる特長もあります。暗号化ニーズのある企業なら
ば規模を問わず導入できるソフトウェアです。
ポイントセック社のピーター・ラーソン最高経営責任者は、「私たちは、サイバネットとパ
ートナーシップを組むことを嬉しく思っております。サイバネットと弊社は機密データを扱
うプロフェッショナルな組織に貢献したいという理念を共有しています。サイバネットの主
要顧客であるエンジニアリングの分野では、機密データを保護する必要性はますます高まっ
ています。サイバネットは、私たちがそれらの重要な市場を開拓することを助けてくれるで
しょう。」 と述べています。
Pointsec for PC 並びに Pointsec Media Encryption の機能・特徴は、以下の通りです。
【Pointsec for PC】
□ PC ハードディスク全体の暗号化機能
・ハードディスク全体を自動的に暗号化するため、暗号化作業忘れなどによる情報漏洩事
故を防ぎます。
・ユーザに特別な操作を必要としないため、運用が容易です。
・セキュリティの規格として広く認識されている連邦政府情報処理規格（FIPS）140-1 及
び Common Criteria EAL4 の認定を受けております。
□ 認証機能
・OS 起動前から動作する Pointsec 独自のログオン画面を用意することで、より強固な
セキュリティを保持できます。
・Pointsec ログオン画面からの Windows へのシングルサインオンが可能です。そのため
導入後にユーザの操作が増えることはありません。
【Pointsec Media Encryption（PME）】
□ USB メモリ・リムーバブルメディアの暗号化
・USB、IEEE1394、PC Card 接続など多彩なメディアをサポートします。
・暗号化されてもファイル名などの変更はありません。
・データ受け渡しの相手方に PME が無い場合でもデータの受け渡しが可能です。
・セキュリティの規格として広く認識されている連邦政府情報処理規格（FIPS）140-2 の
認定を受けております。
□ ローカルフォルダの暗号化機能
・特定フォルダの強制暗号化設定が可能です。
□ Pointsec for PC との連携
・Pointsec for PC 導入済みの PC で利用する場合は、PME へシングルサインオンが可能で

（

サイバネットシステム株式会社

2

）

〒112-0012

東京都文京区大塚 2-15-6

ホームページアドレス http://www.cybernet.co.jp/

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
す。
詳しくは弊社 Pointsec 紹介ホームページをご覧下さい。
http://www.cybernet.co.jp/pointsec/
【価格】
Pointsec for PC 最小構成 ：
\500,000 より
（管理者ライセンス及び 19 クライアントライセンス含む）
Pointsec Media Encryption 最小構成 ：
\200,000 より
（管理者ライセンス及び 19 クライアントライセンス含む）
【初年度販売目標金額】
初年度の販売目標金額として\100,000,000 を見込んでおります。

Pointsec Mobile Technologies 社について
「Pointsec」のソリューションは、グローバルマーケットでの顧客数の多さ、業界最高レベ
ルの認証システム、PC、PDA、携帯電話、リムーバブルメディアなどあらゆる機器をカバーす
る充実した製品ラインアップなどによりモバイル機器のセキュリティにおけるデ・ファク
ト・スタンダードとなっています。「Pointsec」は、企業の機密情報を保護する上で最も脆
弱な場所であるモバイル機器において確かなセキュリティを保証するために、データの自動
暗号化という信頼性の高いソリューションを提供します。ノート PC、PDA、スマートフォン
やリムーバブルメディアに記録される機密情報を安全に保管することにより、企業や政府機
関は、自らのブランドイメージを保持、向上できるだけではなく、情報漏えいのリスクを最
小限に抑え、機密情報や情報資産を保護し、顧客や株主からの信頼を高めることができます。
Pointsec Mobile Technologies AB はスウェーデンのストックホルム株式市場で上場してい
る Protect Data（プロテクトデータ）社の 100%子会社として 1988 年に設立されました。
「Pointsec」の顧客には世界中の一流企業や政府機関が含まれています。現在、米国に 2 箇
所、ヨーロッパに 9 箇所、アジア・パシフィック地域に 2 箇所のオフィスを持ち、また、中
東のドバイにもオフィスを構えています。Pointsec に関する情報は以下の URL でご覧いただ
けます。http://www.pointsec.com.
サイバネットシステムについて
当社は、科学技術計算分野、特にＣＡＥ関連の多岐にわたる先端的なソフトウェアソリュー
ションサービスの提供を行っております。電気機器、輸送用機器、機械、精密機器、教育・
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研究機関など様々な業種および適用分野におけるソフトウェア、教育サービス、技術サポー
ト、コンサルティング等を提供しております。構造解析、音響解析、機構解析、制御系解析、
通信システム解析、信号処理、光学設計、照明解析、高周波回路解析、生命工学、ナノテク
ノロジーなど多様かつ世界的レベルのＣＡＥソフトウェアを取扱い、様々な顧客ニーズに対
応しております。更に科学技術計算分野に加え、ネットワーク関連についてもホスト・サー
バー＆PC 関連ソフトウェア、資産・ライセンス管理並びに e-Business 時代のコラボレーシ
ョン・ニーズに応えるマルチメディア Web 会議サービス、e-ラーニング・ツールの提供を行
っており、尚一層“Digital Solution Innovator”としての地位を確固たるものにすべく努
力しております。サイバネットシステム株式会社に関する詳しい情報については、
http://www.cybernet.co.jp/をご覧下さい。

註

ＣＡＥ

:

Computer Aided Engineering
コンピュータによる工学的数値解析・シミュレーション

この件に関するお問い合わせ
サイバネットシステム株式会社
●内容についての問い合せ
ネットワークソリューション部

営業推進グループ

担当／三浦
〒112-0012 東京都文京区大塚 2-15-6 ニッセイ音羽ビル
TEL.03-5978-5453

FAX.03-5978-2201

製品 URL：http://www.cybernet.co.jp/pointsec/
E-MAIL:rinfo@cybernet.co.jp

●報道の方は
広報室／勝又
〒112-0012 東京都文京区大塚 2-15-6 ニッセイ音羽ビル
TEL.03-5978-5404

FAX.03-5978-5441

E-MAIL:irquery@cybernet.co.jp
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