
セキュア・マネージド・ファイル転送
Rocket® TRUexchange

文書共有
ファイル形式、サイズに

関係なく、あらゆるファイル
や文書を、国内外の取引先

と簡単に共有できる

安全
高度な暗号化とユーザー
認証により、お客様の
知的財産を確実に守る

責任の明確化
文書追跡機能により、
文書をいつ、だれと

共有したかを全て記録。
監査証跡にもなる

スピード
サイズの大きな文書でも

高速に転送

簡単操作
操作はWeb画面から。

すぐに使えて、
カスタマイズや

特別なトレーニングも不要

コンプライアンス
最新の標準規格や規制に

柔軟に対応

こんなことで
お困りですか？
 ファイル形式、サイズに関係なく、ファイルや
文書を社内外の相手先と安全に交換したい

 重要な文書、巨大な文書も高速で確実に交換
したい

 機密情報の交換を把握し、記録したい
 国内外の社員、お客様、取引先と連携したい

セキュア・マネージド・
ファイル転送
Rocket® TRUexchange™ は、高度なセキュリ

で公開鍵と秘密鍵のペアを使用し、ファイル転送
プロセス全般で複数レベルの暗号化が行われま
す。 これにより、正しい権限を持ったユーザーの
みが文書にアクセスできます。 

すべてのデータは転送前にローカルPC上で暗号
化され、受信側でもローカルPC上で復号化され
るため、ファイルが安全に配信されます。

ファイルサイズと
転送速度
Rocket® TRUexchangeは、他社の製品や配信方
法では扱えない大容量ファイルのトランザクショ
ンを、高速に処理できるという実績があります。

製品設計データの操作時に2GBを超えるファイ
ルは珍しくありませんが、Rocket® TRUexchange
は当社開発のJavaアプレットにより、ファイルを
超高速で転送できます。

統合を簡単に
Rocket ® TRUexchangeは、Software as a 
Service (SaaS) モデルのソリューションとして提
供され、インターネット経由でいつでも世界中ど
こでもオンデマンドで利用できます。 
SaaSとエンタープライズ・アプリケーションのメ
リットを合わせることで、組織間の重要なビジネ
ス・プロセスを自動化できます。 

ログインして、相手先と接続すれば、簡単に
Rocket® TRUexchangeを使うことができます。 

巨大なファイルの送受信も、使い勝手に優れたイ
ンターフェースを使って簡単に行えます。 Rock-
et® TRUexchangeは簡単に使えるので、これを使
い始めてすぐにメリットを得ることができます。

サポートと実装
弊社の経験豊富なサポート・スタッフ・チームが、
数千人規模のユーザー数でも、レガシーのファイ
ル転送ツールからのスムーズな移行を支援でき
ます。 

弊社は、小規模ビジネス・パートナーからグロー
バル企業まで、製品のインストールおよび相手
先との接続を支援できます。 

弊社のサポート・スタッフは、Rocket® TRUex-
changeの新しいニーズや必要なサービスが発
生した場合に備えて24時間365日のサポートを
提供しています。 

カスタマイズ
Rocket® TRUexchangeをお使いのお客様は、プ
ライベート・コミュニティーを形成することがで
き、コミュニティーの中で、暗号化、承認、アクセ
ス認証をさらに強化することが可能です。

お客様、サプライヤー、や社内外の相手先とのプ
ライベート・コミュニティーを作成する際には、
弊社がお手伝いし、Rocket® TRUexchange の価
値をさらに高めます。

主な機能
 マルチレベルの暗号化
 業界標準を超える高可用性とアップタイム（連
続稼動時間）

 詳細なトランザクション・ログとリアルタイム・
レポート

 セキュリティー・コンプライアンスのための強
固なユーザー認可と管理モデル

 柔軟なSaaSモデル
 Microsoft Outlookとの統合
 カスタム・アプリケーション統合のためのSDK

サポートされている
標準規格
 自動車関連 - ISO/TS16949
 航空宇宙関連 - ITAR
 金融関連 - SOX法、バーゼル ll
 ヘルスケア - HIPAA

データの暗号化
 128ビット SSL
 256ビット AES
 1024ビット 秘密鍵および公開鍵

 

ティーを備え、オンデマンドで、簡単にお使いい
ただけるファイル形式、サイズに関係なく高速か
つ安全にファイルや文書を交換できるソリュー
ションです。
Rocket® TRUexchangeを使えば、時差やシステ
ム構成に関係なく、どの地域の相手先にも接続
して情報を共有することができます。

高度なセキュリティー
と暗号化
Rocket® TRUexchangeは、電子メールやFTPな
どの旧来の方法にくらべて、より優れたセキュリ
ティーを実現しました。
本製品では、ファイルの送信側と受信側での間

Rocket® TRUexchangeを使って、重要なデータをファイル形式に関係なく、簡単に取引先と送受信で
きますRocket®
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Rocket® TRUexchangeは、Eメールを送る感覚で、簡単に文書を送信できます
大切な文書はRocket® TRUexchangeが安全に管理し、宛先に指定された方だけ
が文書を開くことができます
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