NTL CLIENT SECULITY

日本テクノ・ラボ株式会社

WISEPASS
EPA

WIS

SS

FeliCa※対応のメディアを使用した認証システムにより
PC への利用者制限を行うことで
情報管理のセキュリティを強化します。
「ワイズ・パス」は、FeliCa に対応した PC の認証システムソフトウエアです。
「WisePass」は FeliCa* 対応のメディアを使用して、PC への認証を行う事が可能になるシステムです。
例えば、FeliCa 対応の社員証や ID カードはもちろんの事、FeliCa 対応の携帯電話を認証用のメディアとし
て使用することで PC へのアクセスを制限し、情報管理のセキュリティを高める事が可能になります。
P C のロックや解除がF e l i C a 対応I Cカード
によりワンタッチで行えます。
また、F el i C aポート内 蔵 の V A IOですと、
リーダ（ P a S o R i）無しでご使用頂けます。

●不特定多数が PC を利用する環境で、利用者を制限したい。
例えば、不特定多数が PC を利用する学校やショールーム、インターネット・カフェなどでは PC は常にログオン
された状態で使用されることも珍しくありません。
「ワイズ・パス」は PC に IC カードによる認証機能を提供します。
IC カードを利用した会員証や社員証で利用制限を行う事で、PC の管理をスムーズに行うことができます。

●席を離れた際の不正使用を防止したい。
「ワイズ・パス」は IC カードを取り外した場合の動作を、スクリーンセーバー、スタンバイ、システム休止、ロ
グオフ、シャットダウンのどれかを行うように設定する事ができます。席を離れる際にも簡単に PC のセキュリ
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ログオフも IC カードで行えるようになります。
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電子認証を行う

FeliCa対応ICカード

非接触 IC カード技術方式：FeliCa とは
PaSoRi

通常の PC へのログオン認証のみでなく IC カード
を使用した認証を行う事で、二重の使用制限が行え
る。

FeliCa はソニーが開発した非接触 IC カード技術です。FeliCa では一枚のカードで複数種類のデータを管理するこ
とができるため、電子マネーや公共交通機関のプリペイドカード、社員証、学生証、入退室管理の ID カードなど
の機能を併せ持ったカードを作ることができます。これらのデータは FeliCa チップの中で独立して管理されてお
り、個別のアクセス権を設定することが可能で、複数のサービス間で安全な相互運用が可能となっています。

IC カードを使用した
社員証／会員証／学生証で
PC の使用制限を行えます！

日本テクノ・ラボ株式会社

Windows 2000/XP 対応 IC カード認証セキュリティソフトウェア「ワイズ・パス」

WISEPASS

●対応 IC カード：FeliCa 対応 IC カード●対応 OS：Windows 2000 Professional / Windows XP
Professional（x64 Edition で は 使 用 で き ま せ ん）/ Windows XP Home Edition●CPU：使 用 す る
OS に依存（Windows が快適に動作する環境）●メモリ：使用する OS に依存（Windows が快適に動作す
る環境）●ハードディスク：20MB 以上の空き容量●ディスプレイ High Color（65536 色）以上を推奨

WISEPASS

MADE IN JAPAN

新しい PC セキュリティ・ソリューション

WISEPASS

ワイズ・パスはICカードによる認証により情報管理のセキュリティを強化します。
■IC カードが装着されていない状態での、PC の使用を制限します。
IC カードを装着しないでログオンを行うと、直後にスクリーンセーバーや休止状態とな
り、PC の使用を制限することができます。IC カードの装着は PC の電源が ON のとき
でも OFF のときでもかまいません。IC カードが装着されていない状態での、PC の使用
を制限します。

■PC 使用中に IC カードが取り外された場合は PC を使用できなくします。
PC を使用している最中に IC カードを抜くと直後にロックされて PC を使用することがで
きなくなります。スクリーン・セーバーで画面がロックされた時は、カードが無いとログ
オフかシャットダウンしかできません。再度起動を行ってもログオンした時に IC カードが
IC カードを取り外すとスクリーンセーバーにより PC がロックされます。
またワンタッチで画面のロック及び解除が行えます。

認識されなければ使用することはできません。

■登録されていない IC カードでは PC を使用できません。
同種の IC カードであっても、
「ワイズ・パス」に登録の行われていない IC カードでは

多数のユーザが同一 PC を使用する図書館などに

PC を使用することはできません。Windows2000/XP では、登録時に IC カードの ID
番号とユーザー名を設定し、ユーザーと IC カードの ID が一致した場合のみ、PC の使
用を認める設定ができます。従って登録されていない別のユーザーがログオンした時も、
PC の使用はできなくなります。この場合も起動直後にすぐスクリーンセーバーや休止

カード無し

状態になります。

認証

■複数の IC カードを登録できます。
1 つの PC に複数の IC カードを登録し、ユーザーそれぞれが IC カードを持つことができ
ます。
（同時に複数の IC カードを認識させることはできません。）1 ユーザーで複数の IC カー

カード有り

ドを登録することもできるので、紛失時にスペア・カード・キーとして使用できます。
会員証や社員証の IC カードを PC に登録しておけば、常にロ
グオンしている状態でも、IC カードの認証なしでは PC を操
作できなくなります。離席時にはスクリーン・セーバが働いて
PC 画面をロックしますので、不正使用ができなくなります。

■操作が簡易です。
「タッチモード」でご使用頂くと、スクリーンセーバーによるロック の起動及び解除を、
登録済みの動作有効カードをユニットに乗せる度に切替る事 ができます。
※タッチモードは「スクリーンセーバーを起動します」が選択されている時のみ、
動作が有効となります。その他のロッ
ク動作を選択している場合には、タッチモードは使用できません。
※タッチモードはセーフモード時には使用できません。セーフモード時での 動作は、タッチモードを使用しない状態

動作環境

のみとなります。

対応機種

純正 USB ポートを持つ PC/AT 互換機

対応 IC カード

FeliCa 対応 IC カード

■オプション機能により更に高度なセキュリティ環境を構築可能です。

認証デバイス

USB 接続 FeliCa 専用（PaSoRi）

PC へのログイン・ログオフを、スムーズに IC カード一枚で行えるようにする「自動ログ

OS

Windows 2000 Professional

イン」機能や、データを暗号化して特定のユーザ間で復号し利用できるようにする「グルー

Windows XP Professional
※x64 Edition では使用できません。
Windows XP Home Edition
CPU

プ・モード」など、充実したセキュリティ機能がオプションで用意されています。通常機
能とあわせて、是非ご利用下さい。

使用する OS に依存
（Windows が快適に動作する環境）

メモリ

製品価格について

使用する OS に依存
（Windows が快適に動作する環境）

ハードディスク

20MB 以上の空き容量

ディスプレイ

High Color（65536 色）以上を推奨

型番
価格

WP-S001
オープン・プライス

●各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。●FeliCaはソニー株式会
社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●PaSoRi（パソリ）はソニー株式会社の登録商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米
国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●仕様は2006年1月1日現在のものであり、記載されている内容、外観及び仕様は予告なく
変更される場合があります。最新の仕様および価格については、弊社営業またはホームページ（http://wisepass.ntl.co.jp/）にてご確認下さい。

開発／販売元

日本テクノ・ラボ株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町１−２−１０ 平河町第一生命ビル ５階
●仕様／価格等は予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は

代表 TEL:03-5276-2810

http://www.ntl.co.jp

FAX:03-5276-2820

からご確認下さい。

Tel:03-5276-2811 http://wisepass.ntl.co.jp/
お気軽にお問い合わせ下さい。

