
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 EasyLock  
 高速かつセキュアなデータ移動  
 
Windows, Mac OS X , Linux対応  
クロスプラットフォームポータブルデータ暗号化 

Version: 2.0.15.0 

 ポータブルストレージデバイスを
セキュアなストレージに変えます 

 
  

どんなデバイスでも対応。
 

 
USBフラッシュドライブ 
ポータブルHDD

 iPod, MP3プレーヤ
 

ExpressCard  
メモリカード（SDカードなど） 
その他のリムーバブル
ストレージデバイス

主なメリット
Windows, Mac OS X, Linux対応
あらゆるリムーバブルストレー
ジデバイス対応

 
  

  

 

 
 

 

インストール不要
256bit AES
管理者権限不要
製品サポート

EasyLock は、強制暗号化
でお客様のリムーバブル
ストレージデバイスを
Trusted Device に変えま
す。

EasyLock は、お客様のデータをお望み通り、簡単、便利、高速かつ極め
て安全に保護します。
EasyLock は、PC, Mac, また Linux 間のファイル移動時に、これ以上ない
程簡単にデータを保護します。ポータブルデバイスへのファイルやフォル
ダの移動は、直感的なインターフェースでドラッグ＆ドロップするだけ。そ
の際、データは自動的に暗号化されます。

256bit AES CBC モードの軍事レベル強度の暗号化技術
EasyLock の暗号化エンジンは、政府公認の 256bit AES CBC モードで暗号化。この
高強度の暗号化技術が、ポータブルストレージデバイス上における企業 / 政府 / 個
人の高機密情報保護に使われています。

直感的なドラッグ &ドロップインターフェース
分かりやすいインターフェースで使いやすさ抜群。セットアップから移動中データの
暗号化まで、すべてワンクリックで可能です。

強制暗号化

エンドポイントセキュリティや情報漏洩防止ソリューションとして Endpoint 
Protector と一緒に使用することで、EasyLock は、ポータブルストレージデバイス
上のデータを強制的に暗号化することができます。これにより、確実に誰もポータ
ブルストレージデバイスへ非暗号化フォーマットでデータコピーすることができなく
なり、潜在的な情報漏洩を防ぐことができます。また、ポータブルデバイスの紛失
や盗難時においても、デバイス上の全データは暗号化され、第三者によるアクセス
ができなくなります。

パスワードの長さ/セキュリティパラメータ管理

ユーザは、データをセキュアに暗号化するため、パスワードの長さを最低 6 文字以
上にすることが求められます *。パスワードはリムーバブルストレージデバイス上に
は保存されず、入力後 RAM から即座に消去されます。それによりRAMフリーズや
その他の攻撃から保護されます。
EasyLock のセキュリティパラメータは、HMAC-SHA256（ハッシュ化メッセージ認
証コード）を使って、改ざんから保護されています。

コンプライアンス

HIPAA, PCI, SOX 法など、データの暗号化がコンプライアンスにおける必須要件で
ある企業や政府機関において、EasyLock は、ポータブルデバイス上に保存された
すべてのデータについて適正な保護を提供します。

EasyLockアプリケーション統合

EasyLock のアプリケーション自体、改ざん防止にDSA 署名（鍵長 1024 ビット）が
使用されています。これにより、故意 / 過失によるウィルスの攻撃や改ざんからアプ
リケーションを保護します。さらに EasyLock は、Microsoft Authenticode による署
名も行われています。
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PC か ら Mac へ の デ ー タ 移 動 は、
EasyLockによるデータ保護がベストです。

EasyLock は、完全なポータブルソフトウェ
アです。PCへのインストールは不要。ポー
タブルストレージデバイスに常駐し、い
つでもどこでも使えるソフトウェアです。

システム要件
ポータブルストレージデバイス：・

USBフラッシュドライブ , iPod, ポー
タブル HDD, MP3 プレーヤ , U3 ス
マートドライブ、その他デバイス
Windows 7, 8, Vista, XP (SP2), 
2000 (SP4)  32 / 64 ビット版
Mac OS X 10.5 以上
openSUSE  L inux  11 .2  i 586 ,  
Ubuntu, など

管理者権限不要

・

・

・

・

EasyLock は、USB フラッシュドライブ等のポータブルストレージデバイス上にデータを移動する際、確実にデータを安全に暗号化
したい方のためのアプリケーションです。家庭用、また商用としても満足していただけます。Windows や Mac といった異なる OS
間でのデータ転送においても、EasyLock はその機能を発揮します。

EasyLock は、大企業向けのエンドポイントセキュリティや情報漏洩防止ソリューションである Endpoint Protector と連携してもご
利用いただけるよう設計されています。Endpoint Protector は、EasyLock を TD（TrustedDevice）レベル 1 とし、移動中のデー
タを強制暗号化すると同時に、ポータブルストレージとエンドポイントデバイスにおける安全かつセキュアな作業環境を提供します。
ユーザは、エンドポイントのセキュリティポリシーやデータ暗号化ポリシーを強制的に適用しながら、効率的に承認済みポータブ
ルストレージデバイスを利用することが可能です。

* ログインパスワードは、6 文字以上 128 文字以内で設定してください。パスワードで使用できる文字は、Unicode 文字です。ラテン文字の小文
字だけのパスワードは設定しないでください。その場合、26 文字（3 億通り以上）の組み合わせとなり、パスワードが一度で正確に推測される可
能性は 3 億分の 1 以下となります。60 秒以内に無作為にパスワードを推測される可能性は 200 万分の 1 です。パスワードからのキー導出時間が
約 0.4 秒なので、60 秒間でのパスワード推測回数は約 150 回までとして計算しました。（実際には 6 回パスワードを間違えるとアプリケーションが
強制終了するので、1分あたりのパスワード入力試行回数はもっと少なくなります）

詳しくは、http://www.jtc-i.co.jp/product/epp/endpointprotector.htmlまで
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