分離ネットワーク間で安全なファイル受け渡し

ファイルゼン エス

FileZen S は、ネットワーク分離環境で「自分から自分」へのファ
イル受け渡しをシンプルかつ安全に行うことができる新しいコン
セプトの製品です。

送るエリア

検査・承認情況
エリア

受け取るエリア

検査・承認結果
エリア

ファイルをドラック＆ドロップするだけで、異なるネットワーク
間でのファイルの「送る」
・
「受け取る」が安全、確実に行えます。
さらに、ネットワーク分離を画面イメージで再現し、使いやすさ
ではなく情報セキュリティを適切に意識させる、こだわりの新デ
ザインです。
自分が

どこにいる ?

特長

とにかく簡単なファイル受け渡し

特長

分割したネットワークのどちら側で操作をしているのか、ファ
イルを送る時にどのようなセキュリティチェックをしているの
か（アンチウイルス、無害化、承認）の状況を可視化します。

特長

ファイル無害化製品と自動連携
ファイル無害化で未知の脅威から保護します。FileZen S は、
世界的に定評のあるファイル無害化製品と自動連携し無害化
（サニタイズ処理）します。

何をすれば
いい？

情況・

結果は？

管理・セキュリティ機能も充実
操作履歴（いつ、誰が、何を、どこから）の記録・保管ができます。
また上長承認・記録・アンチウイルスやファイルの自動削除
（ファイル保存期間の設定）も簡単に設定できます。

特長

セキュアブラウザーとも連携
端末内の分離領域で動作するセキュアブラウザー「Soliton
SecureBrowser II」。情報漏洩やデータの持ち出しを防止し、
シンプルにネットワーク分離（端末内分離）を実現します。

「自分から自分」へのファイル受け渡しをシンプルかつ安全に
とにかく簡単なファイル受け渡し！

ファイル無害化製品と自動連携
ファイルを送るだけで無害化

一般的なファイル送受信システムにある宛先記入、フォルダ選択、メッセージ記入な
ど無駄な操作やメニューはありません。

ファイル無害化で未知の脅威から保護します

FileZen S にログインしたら、「送るファイルをドラッグする」、「受け取るをクリック
する」だけ！

操作を色でナビゲート

ファイルタイプを特定し
ファイルの構 造を分 析

脅 威を含む可 能 性のある
コンテンツを除去

利用可 能な状 態へ
ファイルを再 構 築

システム 構成

ログインすると

「ファイルを送るエリア」が黄色にハイライト！

もし、受け取りファイルがあれば

「受け取るエリア」が黄色にハイライト！

ネットワークA
FileZen S にファイル
アップロード

ネットワークB
無害化製品と
自動連携

無害化ファイルを
ダウンロード

管理・セキュリティ機能

操作ログ・上長承認

方向性指定

・上長による受け渡しの承認

・データ受け渡しの方向性を指定

・アップロード / ダウウンロード、

・片方向、両方向が制御可能

アンチウイルス

無害化製品連携

・BitD ef ender エンジン搭載
( オプションライセンス )

・無害化製品と自動連携 （FileZen S
専用ライセンス）

承認の記録を管理

Votiro Disarmer API for FileZen S
OPSWAT MetaDefender Core for FileZen S

ファイル自動削除

デジタル証明書認証

Active Directory 連携

・データ保存期間を設定し、 古い

・証明書だけで ID/ パスワードの

・組織内のアカウントを統一

データを自動的に削除

入力がいらない自動ログオン

・分離された各ネットワークで異な

・片方向の受け渡し利用の場合は
に自動変更

（NetAttest EPS 対応）

・統合 Windows 認証にも対応

・ロゴとネットワーク名の設定
【送る】
【受け取る】どちらか 1 つ

・ID/パスワードと併用した二要素認証

る AD サーバーを指定可能

画面カスタマイズ

製品仕様/動作環境
仮想アプライアンス
モデル番号

FZS-ST82-A

ウイルスチェック機能

BitDefender エンジン搭載 ( オプションライセンス )

ファイル無害化連携機能

Votiro、OPSWAT 連携 ( オプションライセンス ) ※1

暗号化通信

SSL 対応

動作確認済みブラウザー※2

Mozilla Firefox、Safari、Google Chrome、Microsoft Edge ( 管理者用ページは

VMware 対応の仮想アプライアンスもご用意して

※1

います。詳細は当社 HP をご覧ください。

Microsoft Edge、Google Chrome のみ対応）
ディスク容量

1TB (1TB×2

ネットワークインターフェイス

10/100/1000BASE-T(X) 自動認識 &Auto-MDI-X 4 ポート

RAID1)

筐体形状

EIA19 インチラックマウントタイプ 1U

外形寸法（W×H×D）

443mm × 44mm × 386mm

重量

7.3kg

電源

90 〜 264Vac、47 〜 63Hz（90 〜 135Vac のみサポート）、冗長構成（ホットスワップ対応）

最大消費電力

120VA

発熱量

409.2BTU/h、103.1kcal、120W

動作環境

温度 0 〜 40℃、湿度 20 〜 90%RH 結露なきこと

適合規格

VCCI

ハイパーバイザー
物理サーバー
※1 ライセンスとインターネット接続が必要です。
※2 スマートデバイスのブラウザーは除きます。

Microsoft Edge の IE モードでの操作はサポート対象外です。
各ブラウザーのバージョンは最新版の利用を推奨します。

Class A、FCC Class A、CE、UL、RoHS、PSE（電源ケーブル）

※ 記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社ソリトンシステムズ https://www.soliton.co.jp/
〒 160-0022

東京都新宿区新宿 2-4-3

お問い合わせはこちら

TEL 03-5360-3811

https ://www.soliton.co.jp/contact/

大 阪 営 業 所 06-7167-8881
名古屋営業所 052-217-9091
札 幌 営 業 所 011-242-6111

福 岡 営 業 所 092-263-0400
東 北 営 業 所 022-716-0766
このカタログは 2022 年 6 月現在のものです。仕様、デザインは予告なく変更することがあります。

FZS-2206AW

