DATASHEET: PKZIP FOR WINDOWS DESKTOP

PKZIP で最大 95% ファイル サイズを縮小し、
処理効率を飛躍的に向上

PKZIP® は、ファイルを圧縮および解凍する業界最高レベルのセキュリティおよび圧縮解凍ユーティ
リティで、最大 95% ファイル サイズを縮小します。高度な圧縮技術で、4GB 以上のファイル サイ

ズをサポートし、ほぼファイル サイズの制限はなく、ファイル転送時間とストレージ スペースを大
幅に節約し、処理効率を向上します。PKZIP は、メインフレーム、サーバーおよびデスクトップま
で主要なプラットフォームをサポートし、対応する OS 間でデータ交換が可能なので、エンタープ
ライズ間のデータ交換には最適なソリューションとなります。

SaveSecure® で Microsoft® Office
からファイルをセキュアに保存および
送信

PKZIP の Microsoft Office 統合機能で、Word、
Excel® または PowerPoint® から ZIP 圧縮およ

び暗号化したファイルを直接ストレージへ保存で
きます。 Save as Secure ZIP File を選択する
だけで、自動的にファイルを圧縮および暗号化
します。

ションで作成した ZIP ファイルを参照するため
の 無 償のツールです。ZIP Reader は ま た、
PKZIP でパスフレーズ暗号化したファイルや
SecureZIP® でデジタル署名したファイルを
復号できます。
PKWARE の ZIP Reader があるので、ファ
イルの受信者が ZIP ツールを持っていない場
合でも、送 信 者は受 信 者に ZIP Reader を
案内することで、Windows® ユーザーであれ
ばファイルを確実に開くことができます。

Email の添付ファイルを圧縮および

パスフレーズ ベースの暗号化で機密
情報を保護

さらに、PKZIP の Microsoft Outlook® 統合機
能で ( 拡張ユーザー インターフェースの組み合わ
せで )、Outlook クライアント メール ソフトウェ
ア内から、またはデスクトップからワン クリック
で、簡単にファイルを圧縮しパスフレーズ暗号
化ができます。 またファイルを ZIP 圧縮した後
に、その ZIP アーカイブ内で直接ファイルを編
集できるので、ZIP ファイルを解凍して、編集し
て、再度 ZIP 圧縮するといった処理を大幅に
短縮できます。

PKZIP には強度なパスフレーズ ベースの暗号化
機能が含まれます。PKZIP は、AES や 3DES 暗
号化アルゴリズムをサポートし、パスフレーズを
使用して機密情報を保護します。

暗号化

さらに、ツールバー上のトグルボタンで、ファ
イルを自動 的に ZIP 圧縮および暗号 化する
際 に指 定 する圧 縮 オプションを事 前に選 択
できます。 Enterprise Edition で提供され
るポリシー ロックダウン機能 * を使 用して、
管理者はこれらのオプションを表示すること
もできます。

確実に受信者がファイルを開くおよび
参照が可能
PKWARE® では、メッセージの受信が ZIP 圧
縮および暗号化したファイルを確実に開くお
よび参照できるようにしています。PKWARE
の ZIP Reader は、 標 準 的 な ZIP ソ リュー

PKZIP には、さらにセキュリティを強化するファ

イル名の暗号化機能も含まれ、また、有効な証
明書を使用してファイルを署名または暗号化さ
れているか、受信者が確認できるように、CRL
(Certificate Revocation List) チェック機能も
含まれます。
良 い パ スフレ ーズ を 設 定 することで、 デ ー
タのセキュリティを維持することができます。
より長く、より複 雑なパスフレーズを設 定す
ることで、よりセキュリティの強 度 が増しま
す。 PKZIP では、管理者が組 織の要件に応
じて設定できるように、パスフレーズ長の最
小値を設定できます。

PKZIP で暗 号 化したファイルは、PKZIP ま
たは SecureZIP を使 用して、すべての主要
なプラットフォームで復号および解凍ができ
るので、PKWARE のソリューションを利用し
て、エンタープライズでは、データ セキュリ
ティとファイル管理の両方の要件に最も適し
た実装が可能です。

機能と利点
最大 95% ファイル サイズを縮小し、ファイル
転送時間を短縮し、処理効率を向上
圧縮ポリシーを集中管理し、一貫した圧縮
およびパスフレーズのセキュリティを運用＊
強度なパスフレーズ ベースのセキュリティ
でファイル名を暗号化して情報を保護

SaveSecure と Microsoft Outlook の
統合で Email の添付ファイルを自動的に
圧縮および暗号化
すべての主要なプラットフォームで動作し、

z/OS®、IBM i®、UNIX®/Linux® サーバー、
Windows サーバー / デスクトップなどの

オペレーティング システム間でシームレス
なデータ転送を実現

* PKZIP Enterprise Edition で提 供される機能

PKWARE について

圧縮ポリシーを集中管理
MMC (Microsoft Management Console) を利用した PKZIP のポリシー管理機能を使
用して、管理者は、組織の要件や運用に応じて、圧縮および暗号化ポリシーを強制するこ
とができます。一貫した圧縮およびパスフレーズ暗号化の運用を実現できます。
管理者は、エンドユーザーが Email でファイルを送る際に、自動的にファイルを ZIP 圧縮
したり、暗号化したりなどのオプション設定を集中管理できます。さらに、各ポリシー ファ
イルはデジタル署名されているので、 PKZIP でそのポリシーが有効か無効かを確認するこ
とができます。 これによって、不正なユーザーによるポリシー ファイルの改ざんを確実に
防げます。圧縮機能の強制または禁止といったエンドユーザーのオプションを特定の個人
に対して、またはユーザー グループ全体に対して設定が可能です。

PKWARE, Inc. は ZIP 標準の発案者で、かつイノ

ベーターとして継続的な地位を確立しており、デー

タ セントリック、クロスプラットフォームのデータ
セキュリティと圧縮ソフトウェア製品を提供するグ
ローバル市場およびテクノロジーのリーディング
カンパニーです。SecureZIP および PKZIP 製品

群は 30,000 社以上の企業と 200 以上の官公庁

への導入実績を持ち、組織内および組織外のパー

トナーとデータ セキュリティ、可搬性、クロスプ
ラットフォームのデータ交換の確保に使用されて
います。PKWARE 製品は、金融サービス、銀行、

小売、ヘルスケア、官公 庁、製 造 業の 各 分 野で、

SECUREZIP - 次世代 ZIP のデータ セキュリティ ソフト
SecureZIP は、効率的な圧縮、洗 練されたデータ管理、クロスプラットフォーム機能を
含む PKZIP の機能をすべて備えています。SecureZIP は、効率的なデータ管理とエンター
プライズクラスのセキュリティ機能を持ち、圧縮、アーカイブ、暗号化、認証の複数の処理を
SecureZIP 一つのソリューションで実現します。
•
•
•
•
•
•

他社製品にはないスケーラビリティ、使いやすさ、
そして迅速な導入が評価され、広く導入されてい
ます。PKWARE は、ウィスコンシン州ミルウォー
キーに本拠を置き、ニューヨーク、イギリスなど
に拠点を構える株式非公開の会社です。

PKZIP のすべての機能に加え、さらに強度なデータ セキュリティを提供

パスフレーズ、および／またはデジタル証明書ベースの暗号化
マスター キー機能で監査や復旧時に備えて組織のデータを管理
CRL (Certificate Revocation List) チェック機能でファイルの署名と暗号化に使用した
証明書が有効か確認
セキュリティ ポリシーを集中管理し、組織の暗号化ポリシーを設定
すべ ての主 要なプラットフォームで 動 作し、z/OS、IBM i、 UNIX/Linux サーバー、
Windows サーバー / デスクトップなどのオペレーティング システム間でシームレスな
データ転送を実現

必要なシステム
PKZIP STANDARD EDITION

PKZIP ENTERPRISE EDITION

Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8
(Internet Explorer 6.0 またはそれ以降が必要 )

Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8
(Internet Explorer 6.0 またはそれ以降が必要 )

128MB の RAM (256MB 推奨、512MB - Windows
Vista/7)

128MB の RAM (256MB 推奨、512MB - Windows
Vista/7)

45MB のハードディスク空き容量 (32-bit OS)
50MB のハードディスク空き容量 (64-bit OS)

45MB のハードディスク空き容量 (32-bit OS)
50MB のハードディスク空き容量 (64-bit OS)

Microsoft Office/Outlook との統合の場合、
Microsoft Office/Outlook 2002 またはそれ以降

Microsoft Office/Outlook との統合の場合、
Microsoft Office/Outlook 2002 またはそれ以降
MMC (Microsoft Management Console) v2.0 または

それ以降
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