オンラインストレージを自分で構築したいあなたへ

オンラインストレージ構築パッケージ

Pros elf

V e r .4

Enterprise Edition / Standard Edition

North Grid

Pr o s el f Ver.4
オンラインストレージパッケージ

オンラインストレージを自社で構築しませんか?
インターネット環境があればいつでもどこでもファイルの出し入れができるオンラインストレージが多くの会
社から提供されています。しかし、ASPが提供するサービスではディスク容量を気にしながら使用しなくては
なりません。｢Proself」はFTPのような感覚で気軽に導入できる、オンラインストレージを構築できるパッケ
ージソフトです。

インターネット経由でセキュアにファイルを出し入れしたい
ブラウザからはもちろん専用ソフトでより便利に！
MAC､WINどちらからでもアクセス可能
WebDAVに対応した様々なOSの様々なソフ
トウェアから接続できます。

日本語と英語の2つの言語をサポート
海外拠点とのファイルのやりとりが必要だったり
利用者に外国人が含まれている時等に便利です。

こんな方におすすめです!!
エクスプローラのようにドラッグ&ドロップで
ファイルをアップロード・ダウンロード

メールで添付できないファイルを受け渡したい
ファイルを受け渡す専用機能「Web公開」でユーザーアカウント
がなくてもダウンロードできます。
ディスク容量は御社のサーバー容量に比例。
Proselfは自社のサーバーにファイルするため
用意したディスク容量すべてを利用可能です。

アップロードできる「受け取りフォルダ」を搭載！

Proselfはインターネット経由でのファイルの保管・受け渡しに特化した
サーバー用パッケージソフトウェアです
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インストールは簡単
Proselfはサーバーアプリケーションにもかかわらず、インストールは簡単
です。
Proselfをインストールする際にWebサーバーのTomcat6も自動的にインス
トールされるため、インストール後すぐに動作します。
Proselfのインストーラはインストールウィザード形式のWindows版とシェ
ルスクリプトで記述されたUnix版の2種類が含まれています。

環境に依存しないファイルアクセス

スマートフォン

Webブラウザ

ProselfはWebDAV準規のサーバーであるため、
WebDAVに対応した様々なOSの様々なソフトウ
ェアからアクセス可能です。
またWebインターフェイスを標準で搭載している
ため、ブラウザさえインストールされていればフ
ァイルのアップロード・ダウンロードが可能です。
また、iOS・Android端末に特化した専用Web
Internet Explorer 11推奨
インターフェースも用意されています。
Internet Explorer 9、10
Microsoft Edge・Firefox ・Opera・Safari
Google Chromeの最新バージョンで動作確認済み

Proself Client

Mac OS X
Finder
WebDAV対応
アプリケーション

Windows
ネットワークプレース

シンプルな管理インターフェース
Proselfの管理はWebブラウザから行います。
Proselfの内部ではACL(Access Control List)によって高度なアクセス制御を行って
いますが、管理者は複雑なアクセス制限を設定する必要はありません。
Proselfでは一人のユーザーしかアクセスできない「ユーザーフォルダ」とグループ
に所属した複数ユーザーで共有できる「グループフォルダ」の2種類に限定すること
でシンプルな管理を実現しています。

英語・中国語表記対応
Webブラウザ画面の表記として日本語のほかに英語および中国語も対応して
います。
言語はブラウザの言語設定により自動的に切り替わります。またユーザー設
定で「日本語」または「英語」、「中国語」に固定にすることもできます。

こんな方におすすめです!!
・海外拠点とファイルのやり取りがある。
・利用者に外国人が含まれている。
・利用環境の中に日本語が表示できないものがある。

究極のセキュリティ「クライアント認証」対応

通常のSSL通信
②SSL用共通鍵を生成し公開鍵で暗号化

インターネット上でサービス提供されているオンラインストレージの多くはSSLに
対応しており、通信経路は暗号化されています。
しかし、認証自体はIDとパスワードで行っており、IDとパスワ ードが漏れてしまえ
ばログインできてしまいます。
「クライアント認証」を使用すれば、通常はサーバーから自動的に提供される証明
書をあらかじめログイン可能なクライアントにのみ配布し、その証明書を使用して
SSL通信を行うようにすることができます。
そうすることで証明書を持っていないユーザーは接続すらできなくなります。
Proselfは「クライアント認証」をサポートしており、安心してデータをやりとり
できます。
※証明書は認証機関で作成してもらうか、OpenSSL等を使用して自分で作成する
必要があります。 証明書の作成方法についてはサポート対象外です。

①サーバーから公開鍵の含まれた証明書を取得
サーバー

クライアント

③SSL用共通鍵をサーバーに送信
④秘密鍵でSSL用共通鍵を復号

⑤SSL用共通鍵で通信開始

クライアント認証
①SSL用共通鍵を生成し
クライアントの証明書の公開鍵で暗号化

サーバー

②SSL用共通鍵をサーバーに送信

クライアント

③サーバーの証明書の
秘密鍵でSSL用共通鍵を復号
④SSL用共通鍵で通信開始
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Proself Ver.4
さらに便利になった5つの新機能
Ver.4ではお客様のご意見、ご要望を元に様々な新機能や機能強化が行われました。

ご要望の多かったファイルの検索機能をついに搭載。
ファイル名の他、ファイルの種類、更新日時、ファイルコメント等で検索が可能です。
検索後にさらに絞り込みタブで項目ごとに絞り込み可能です。検索結果からダウンロードはもちろんのこと、
削除等のファイル操作も可能です。
また、文書内検索オプションを導入することでドキュメントの中身の検索も可能です。（有償オプション)
※検索対象ファイル形式 :Microsoft Word(.doc、.docx)、Excel(.xls、.xlsx)、PowerPoint(.ppt、.pptx)、PDF、Text

ご要望の多かったPDF,Officeドキュメントの簡易サムネイル表示機能も追加されました。
もちろん画像ファイルも以前同様にサムネイル化されます。
サムネイル画像をクリックすると大きい画像でプレビュー表示されます。
※ドキュメントの再現性は完璧ではありませんが内容の識別は可能です。

ブラウザの表示言語に日本語、英語に加えて中国語が追加されました。

一般ユーザーでも自分自身についてのログがダウンロードできるようになりました。
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Web公開/受取フォルダ機能において指定したメールアドレスの相手のみがファイルを受け渡し可能なメール認証機能が追加
されました。メールにワンタイムパスワードを送信することで指定されたメールアドレスのメールを受信可能な相手のみがフ
ァイルを受け取り可能となり、セキュリティが大幅に向上します。さらにメールアドレスによって誰がファイルを受け取った
か特定可能になるというメリットもあります。

③ Web公開URLを通知
④ Web公開URLにアクセスし、メールアドレスを入力

① 提供したいファイルをアップロード

⑤ ワンタイムパスワードを通知
② Web公開
Proself
ユーザー

⑥ Web公開URLにアクセスし、ワンタイムパスワード入力
Web公開
URL

ファイルを
渡したい相手

⑦ ファイルをダウンロード

強化された機能
Ver.4では新機能の他にお客様のご意見、ご要望を元にVer.3から大幅に機能強化が行われています。
ここでは強化された機能をダイジェストで記載いたします。
○セキュリティがさらに強化され、クロスサイトリクエストフォージェリやセッションハイジャック攻撃を極めて困難とな
るようにしました。
○今までのアップロードログやダウンロードログに加えて、ファイル操作ログも加わり完全にファイルトレースが可能とな
りました。
○LDAP/ADの接続先を複数指定出来るようになりました。
○オフラインからのProselfアップデートが可能となりました。
○バックアップ機能を強化しました。
○クライアント認証の設定が画面から設定可能となりました。
○各種画面でのコンテキストメニューを追加し最小限のマウス移動で、オペレーションが可能となりました。
○詳細画面でファイル作成者等にログインIDのみ表示されていましたが、ユーザー名が登録されていればユーザー名も表示
されるようになりました。
○ログにWeb公開ログインログが追加されました。
○グループに参加させるリストをキーボード入力で操作可能になりました。
○Web公開/受取フォルダの設定をプライマリグループごとに変更可能になりました。
○IPアクセス制限で許可IPのほかに拒否IPも指定可能になりました。
○IPアクセス制限でIPV6に対応しました。
○各種メール文書を複数言語に対応しました。
○管理者はファイルを操作できない設定を追加しました。
○ディスク使用量をログデータベースに記録出来るようになりました。
○Web公開一覧で公開先フォルダにジャンプ可能になりました。
○容量制限が設定されている場合ファイル一覧画面でユーザーフォルダやグループフォルダの容量が表示されるようになり
ました。
○管理画面でユーザー/グループフォルダあり/なしが判定可能になりました。
○管理画面でユーザー/グループIDのリンクをクリックすることで編集可能になりました。
○利用者がパスワードを変更した場合にログデータベースに記録出来るようになりました。
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P rose l fの 主 な 機 能
Enterprise Edition / Standard Edition 共通

○利用者編
グループ機能
Proselfでは一人のユーザーしかアクセスでき
ない「ユーザーフォルダ」とグループに所属
した複数ユーザーで共有できる「グループフ
ォルダ」の2種類を作成できます。
複数のユーザ間でファイルを共有したい場合
は、グループを作成してからグループフォル
ダを作成します。
一人のユーザーは複数のグループに所属でき
ます。

技術部共有フォルダ

技術部グループのユーザーが
アクセス可能

技術部グループ

鈴木一郎

極秘プロジェクト
共有フォルダ

極秘プロジェクトグループの
ユーザーがアクセス可能

極秘プロジェクト
グループ
他社ユーザー

田中二郎
ユーザーフォルダ
特定ユーザーのみアクセス可能

佐々木三郎

○ユーザー単位でアクセス権を設定

○アップロード/ダウンロード通知機能

Ver.3よりユーザーが読み取りのみ可、読み書き可能、アクセス
不可の3種類のアクセス権が設定できるようになりました。
この機能により特定のユーザーが配置したファイルを全員で共
有するというような使い方ができます。

グループフォルダに対してアップロード/ダウンロードした場合に
参加しているユーザーにメールで通知することが可能です。

ファイル受渡しの専用機能「Web公開」を搭載、ファイルの受取も可能
一度だけあるユーザーにファイルを受け渡したい時、Proselfはその度に新しくユーザーアカウントを作成する必要はありません。
利用者に「Web公開」機能を利用してもらうことで,アカウントを持たないユーザーにファイルを受け渡すことが出来ます。 また
ファイルを受け取るための機能である「受取フォルダ」機能も搭載され、一度だけの受け取りの際もアカウントを作成する必要が
ありません。

Web公開の仕組み
Web公開用アドレスが生成されます
http://XXXXX/public/NAUsAAtA6IAAe24BUqMG2sK5f1j1-uIdnYNgJjlQhz3X

Web公開すると

フォルダやファイルをWeb公開すると、暗号化されたアドレスが
割り当てられます。
そのアドレスにブラウザからアクセスすると、Web公開画面でそ
のフォルダの内容が表示され、ダウンロード可能になります。

メールで相手にアドレスを送信

こんなときに便利です
・メールで添付できないようなサイズの大きいファイルを、一度だけ
簡単に受け渡しまたは受け取りたいとき
・複数の相手に期間限定でダウンロードまたはアップロードしたいとき

Proselfのユーザーアカウントがなくても
ダウンロードできます。

○受け取りフォルダ機能
Web公開機能に加えて、アカウントを持たないユーザーからファイルを
受け取ることも可能です。一度きりの受け取りの度にアカウントを新設
する必要が無くなり、管理者の負担を軽減します。

○通知メール機能
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Web公開したファイルを相手がダウンロードした場合及び受取フォルダに相手がファイルをアップロードした際に通知メールを
受け取ることができます。メールの内容にはダウンロードまたはアップロードしたIPアドレス等の置換文字列を含めたフォーマ
ットをあらかじめ指定できます。

ブラウザからもフォルダごとアップロード / ダウンロード可能
Ver.3よりブラウザからドラッグアンドドロップでファイルをアップ
ロードできるようになりました。ブラウザだけで複数のファイルやフ
ォルダごとファイルをアップロードすることが可能です。
また、フォルダ内のファイルをZipファイル形式で一度にダウンロー
ドできる機能も新たに追加されました。

※ドラッグアンドドロップでファイルをアップロードする場合はJava
またはHTML5に対応したブラウザが必要です。

その他の機能
○時限ファイル

○読み取り専用ファイル

指定した日付を超えると自動的にファイルを削除する機能です。 ファイルに対して上書き、移動、削除を不可にする機能です。
読み取り専用は、読み取り専用を設定したユーザーと管理者
のみ解除できます。

こんなときに便利です
・お客様とファイルをやり取りする際、ファイルを上書きされたり消
されたりすると困るとき

導入事例
導入していただいたお客様の内、掲載許可をいただいたお客様を掲載しています。(五十音順)
※旧バージョンをご利用のお客様も含まれています。
株式会社サイゼリヤ 様
[イタリアンワイン＆カフェレストラン]
・利用Edition Enterprise Edition
・利用ユーザー数 200名程度
・利用用途 セキュリティと利便性を考慮した社内外と
のデータ交換

ネットスター株式会社 様
[フィルタリング製品の開発・製造・販売]
・利用Edition Enterprise Edition
・利用ユーザー数 10～50
・利用用途 取引先へのファイル受け渡しや拠点間のファ
イル受け渡しに利用

大光印刷株式会社 様
[医薬品、化粧品業界に特化した印刷会社]
・利用Edition Enterprise Edition
・利用ユーザー数 200
・利用用途 取引先とのファイル受け渡しと管理に利用

株式会社平和 様
[パチンコ機・パチスロ機の開発・製造・販売]
・利用Edition Enterprise Edition
・利用ユーザー数 80～100
・利用用途 取引先へのファイル受け渡しや関連会
社とのファイル受け渡しに利用

株式会社ダイヤコンサルタント 様
[建設コンサルタント]
・利用Edition Enterprise Edition
・利用ユーザー数 100～120
・利用用途 取引先及び社内間での大容量のデータ
のファイルの受け渡しに利用

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 様
[教育研究]
・利用Edition Enterprise Edition
・利用ユーザー数:1,000
・利用用途 学外とのファイルの安全な受け渡しや学内の
多数ユーザーへのファイルの配布に利用

株式会社デジタルＳＫＩＰステーション 様
[次世代映像産業の集積･促進]
・利用Edition Standard Edition
・利用ユーザー数 100～300
・利用用途 映像コンテンツファイルの受け渡しに
利用

横浜国立大学大学院国際社会科学府・研究院 様
[大学]
・利用Edition Enterprise Edition x 2
・利用ユーザー数 2つのサーバー合計で約600
・利用用途 学生・教職員のファイル送信サービスおよび
データ保管として利用

同志社大学 様[高等教育機関]
・利用Edition Enterprise Edition x 4
・利用ユーザー数 28,000
・利用用途 学生が作成した各種ファイルの保管、教
員から学生への各種ファイルの受け渡しに利用

りらいあコミュニケーションズ株式会社 様
[テレマーケティング]
・利用Edition Enterprise Edition
・利用ユーザー数 300～600
・利用用途 社内での大きなサイズのデータ受渡と取引先
とのファイル受け渡しに利用

7

P r o s el fの主 な 機 能
Enterprise Edition / Standard Edition 共通

○管理者編
管理者の負担を軽減する機能
○アクセス集計機能
一日あたりのログイン数、ダウンロード数等を集計してグラフ
表示します。またダウンロード数の多いファイルのランキング
を表示し、不正な使われ方がされていないか確認できます。

○お知らせ機能
メンテナンス情報などユーザーに伝えたい情報をログイン時
に表示することが出来ます。

○ログ機能の強化
ログ出力の内容を強化し、万が一の際に原因を追求しやすく
なりました。

○時限ファイル一括設定・公開期限一括設定機能
管理者がファイルの保管期限(時限ファイル)やWeb公開の期
限を一括で一定期間に設定することができます。
ユーザーによる意図しない長期ファイルの保存、長期のファ
イル公開を防ぐことができます。

○Web画面からバージョンアップ可能
Proselfの最新版へのバージョンアップはWeb画面から行え
ます。

○管理画面からSSL証明書の設定が可能
コマンドプロンプトを使用する等難易度が高かったSSL証明書
の設定を管理画面からブラウザで簡単に行うことかできます。

他のファイル操作サーバーソフトウェアと相互運用をサポート
Proselfを経由しないでサーバーに直接保存したファイルもProself上
から認識することが可能です。 この相互運用機能を利用することで
既存環境のFTPでアップロードしたファイルをProselfでダウンロー
ドしたり、社内ではネットワークドライブとして直接ファイルを読み
書きし、 社外からはProselfを利用してWeb経由でアクセスするとい
った運用が追加ソフトウェアなしで可能です。
Enterprise Editionではユーザーフォルダやグループフォルダごとに
ディスク上の保存位置を変更したり、アップロード後のイベントを利
用してファイルのアクセス権を変更する等、さらに柔軟な運用が可能
です。
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ユーザーの意見を反映した機能
○デザイン変更機能

○ダウンロード通知機能

Proselfのロゴ、デザインカラーを御社のロゴ、イメージ
カラーに変更できます。

Web公開機能を利用した際に、
相手がダウンロードしたことを
メールで通知できます。

○パスワードポリシー設定機能
ユーザーのパスワード期限を設定したり、パスワードの長さ
を強制することができるようになりました。

強化されたセキュリティ
○IP/ドメインアクセス制限機能
指定したIPアドレスやドメインからのみアクセスできるように
制限することができます。ユーザーID単位、プライマリグルー
プ単位、システム全体でそれぞれ制限可能です。

○ファイル暗号化機能
サーバー上のファイルを暗号化して保存し、Proselfを経由しな
い不正なアクセスでの情報漏洩を防止します。

○グループ作成のみ可能なユーザー
ユーザーは作成不可であるもののグループは作成可能なユーザー
権限を追加しました。より制限したユーザー権限により意図しな
い操作を防ぎます。

○Web公開承認機能
相手にファイルを受け渡すWeb公開を行う前に承認を行うことで不正なファイルのやり取りを防止します。

その他の機能
○クオータ(容量制限)
フォルダまたはグループフォルダに容量制限を設定することが可能です。

○バージョン管理
ファイルを上書きアップロードした際、過去のファイルを保管しておくことができます。
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Enterprise Edition
大企業、教育機関向けパッケージ

100ユーザーを超える運用をお考えのお客様に
Enterprise Editionは100ユーザーを超えるような大規模な運用に必要な機能を追加し、10,000ユーザーま
で処理できるようパラメータのチューニングを施したEditionです。Enterprise EditionはLDAP連携対応や
コマンドラインユーザー管理ツールといったユーザー管理の強化に加え、指定したグループフォルダ以下の
管理を別の管理者に委譲することが出来るプライマリグループ機能などを追加しています。

LDAP / Active Directory 連携対応
Enterprise版ではユーザー管理をLDAPやActive Directoryと連携す
ることが可能です。
これによって既存のユーザー管理情報をそのままProselfで使用する
ことが可能で、運用の際の管理者の負担を大幅に削減できます。

プライマリグループ 対応
Enterprise版ではプライマリグループという大グループを作成することができます。プライマリグループにはグループ管理者を
作成することができ、グループ管理者はプライマリグループ内にユーザーを作成したり、グループを作成したりできます。
例えば部署単位でプライマリグループを作成し、部署ごとのユーザー管理は各部署に任せるといった運用が可能です。

技術部

技術部共有フォルダ
技術部グループ管理者
新しい共有フォルダ

この範囲にユーザーを追加、削除したり
グループフォルダを作成したりできます。

ユーザーフォルダ

営業部
営業部グループ管理者

営業部共有フォルダ

全員共有フォルダ
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この範囲にユーザーを追加、削除したり
グループフォルダを作成したりできます。

ルート管理者
すべての範囲にユーザーを追加、削除したり
グループフォルダを作成したりできます。

コマンドラインユーザー管理ツール付属
Enterprise版ではユーザーの追加や設定の変更を行うことのできるコマンドライン管理
ツールが付属しています。シェルプログラムを組み合わせてユーザーの一括登録や、一括
変更等を行うことができます。
※Windows用バッチファイル形式とUnix用B Shell形式があります。
※ツールを動作させるコンピュータにはJavaがインストールされている必要があります。

CSVからのユーザー一括登録
Enterprise版ではユーザーの追加や更新、削除をWeb画面からCSVファイルを取り込む
ことで一度に処理することが可能です。また現在登録されているユーザーの一覧をCSVで
エクスポートすることも可能です。CSVからの一括登録はグループやプライマリグループ
に対しても行うことができます。

postprocessing(外部コマンド実行機能)
ファイルをアップロードやダウンロードしたタイミングで任意の外部コマンドを実行することが可能です。Proselfアップ
ロード後にそのファイルに対してバッチ処理を行ったりすることができます。

クラスタリング対応
複数のコンピュータでクラスタリング構成することができます。クラスタリングすることで一台のコンピュータでは処理
できない量のトランザクションを処理できます。また万が一に備えて二重構成にする事も可能です。
※サーバー台数分のライセンスが必要です。
※アクセスを振り分ける機能はありません。別途負荷分散装置をご用意ください。

機能比較一覧

ブラウザからのアクセス
Web公開
グループ
メール送信
読み取り専用
時限ファイル
クオータ（容量制限）
英語・中国語表記
LDAP / Active Directry連携
プライマリグループ
共有フォルダ
CSVからのユーザー一括登録
コマンドラインツール
ストア位置変更
postprocessing
クラスタリング
ユーザー数
推奨ユーザー数

Enterprise Edition

Standard Edition

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

無制限

無制限

10,000ユーザー以下

100ユーザー以下
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クラ イアン ト ソ フ ト ウ ェ ア

ProselfはWebブラウザがあれば、ファイルのアップロードやダウンロード、フォルダの作成な
どすべての機能を使用できます。一方でWebブラウザで実現出来ない、Webブラウザでの動作で
は不満がある場合はこのページに記載しているクライアントソフトウェアを使用することでご希望
を満たすことができるかもしれません。クライアントソフトウェアを利用することでどのようなこ
とが実現可能か是非一度ご覧ください。

Proself Disk
Proselfを仮想ドライブとして認識!!
通常の Proself

ダウンロードして
ローカルフォルダに
保存

保存したデータを
クリックして
ソフトを起動

URLにアクセス不要!ローカルで確認!
ダブルクリックで、関連ソフトが起動!
ドラッグ&ドロップで、アップロード可能!

ブラウザから
アクセス

Proself Disk

データ編集後、そのまま保存ができる!
専用の
フォルダに
アクセス！

Proself Diskは仮想ドライブとして認識させることで、
Proself上にアップロードされているファイルをローカル
ディスクにあるファイルのように様々なアプリケーショ
ンで直接編集することが可能になります。Proselfに搭載
された拡張命令を使用することで他の同機能を持つ

POINT!
開いたデータは
そのまま上書き
保存可能！

動作
環境

対応OS

対応Proself

12

アイコンを
ダ ブルクリックで
ソフト起動！

な
直感的
操作が
！
できる！

Proself Disk for Windows：
Windows Vista以降で.NET FrameWork 4.5以降
が動作する環境
Proself Disk for Mac：
Mac OS X 10.7以降
Ver3.32以上

販売
価格

WebDAVクライアントよりも高速に動作し、違和感なく
利用することが可能です。

Proself Diskを利用するにはProself CAL(クライアントアクセスライセンス)
が別途必要です。
※Proself Standard Editionには5CAL、Enterprise Editionには50CALが付属しています。

Proself Disk用 Proself CAL(5CAL) \16,200
※5CAL単位での販売となります。

Proself Client
Proself ClientはWindows Explorerと統合された Proself 閲覧ソフトウェアです。Proself Clientを利用するとExplorerと
同じ感覚でファイルのアップロードやダウンロードが行えます。

■オートレジューム機能
ファイルのアップロードやダウンロード中に回線が切断されて
も自動的に接続を再試行し、途中から継続することができま
す。不安定な通信回線でアップロードやダウンロードする際に
便利です。

■ファイル暗号化機能
アップロード時に指定したパスワードで暗号化することでパス
ワードを知らない他人がファイルをダウンロードしてもファイ
ルを開けないようにすることができます。

■ファイルチェック機能
サーバーにあるファイルとクライアントにあるファイルの中身
が正しいか確認することができます。MD5を使用することで
大きなファイルでも高速にチェックできます。

動作
環境

対応OS

Windows Vista、Windows 7、Windows 8、
Windows 8.1 (32bit版、64bit版対応)、
Windows 10
.Net Framework 4.5以降

販売
価格

\0
(無料)

同期ツール
Proself上の特定のフォルダの内容とローカルコンピュータ上の内容の同期を取ることができます。同期ツールには「同期モ
ード」「アップロードモード」「ダウンロードモード」の3つのモードを備えており、ファイルのバックアップやファイル配
信・複数人でのファイル共有など様々な用途に利用可能です。

■同期モード
ローカルコンピュータ上で更新されたファイルはProselfに
アップロードし、Proself上で更新されたファイルはローカ
ルコンピュータにダウンロードすることでローカルコンピュ
ータ上の内容とProself上の内容を同一にします。複数のロ
ーカルコンピュータで同一の内容を参照したい場合や複数人
でファイルを共有したい場合はこのモードを使用します。

■アップロードモード

■ダウンロードモード

ローカルコンピュータ上で更新されたファイルをProselfに
アップロードします。Proself上で更新されたファイルはロ
ーカルコンピュータには反映されません。ローカルコンピュ
ータのファイルをProselfにバックアップするときはこのモ
ードを使用します。

Proself上で更新されたファイルをローカルコンピュータに
ダウンロードします。ローカルコンピュータで更新されたフ
ァイルはProselfには反映されません。Proselfにアップロー
ドしたファイルをローカルコンピュータにファイルを配信し
たい場合はこのモードを使用します。

動作
環境

対応OS

Windows Vista、Windows 7、Windows 8、
Windows 8.1 (32bit版、64bit版対応)、
Windows 10
.Net Framework 4.5以降

販売
販
売
価格

\0
(無料)

13

Proself Client (iOS)
iOS上からProselfサーバーに接続!!
Proself Client（iOS版）はiPhoneやiPad等のiOS上からファイル/フォルダの操作が可能なアプリケーションです。
ProselfのWeb公開機能・受取フォルダ機能も使用可能です。

主な特徴
■ Web公開機能・受取フォルダ機能
Proself Client（iOS版）ではProselfのWeb公開機能と受取フォルダ機能を使用する
ことができますので、アカウントを持たないユーザーともファイルの受け渡しが可能
です。

■ 複数のサーバーにアクセス可能
サーバーは複数登録しておくことが可能なので、必要に応じてサーバーを切り替
えて使用することができます。

■ 写真・動画のアップロードが可能
撮影した写真・動画、保管してある写真・動画をサーバーにアップロードすることが
できるので、メール添付ができない大きなファイルもその場で共有できます。

動作
環境

対応OS

iOS 5.1.1 以降

販売
価格

\0
(無料)

Proself Client for Android
Android上からProselfサーバーに接続!!
Proself Client for AndroidはAndroid上からファイル/フォルダの操作が可能なアプリケーションです。
ProselfのWeb公開機能・受取フォルダ機能も使用可能です。

主な特徴
■ Web公開機能・受取フォルダ機能
Proself Client for AndroidではProselfのWeb公開機能と受取フォルダ機能を使用する
ことができますので、アカウントを持たないユーザーともファイルの受け渡しが可能で
す。

■ 複数のサーバーにアクセス可能
サーバーは複数登録しておくことが可能なので、必要に応じてサーバーを切り替えて使用
することができます。

■ 写真・動画のアップロードが可能
撮影した写真・動画、保管してある写真・動画をサーバーにアップロードすることができ
るので、メール添付ができない大きなファイルもその場で共有できます。

動作
環境
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対応OS

Android 4.0 以降

販売
価格

\0
(無料)

クライアントソフトウェア 機能比較一覧
■ Proself Disk、Proself Client、同期ツールにおける機能比較
Proself Disk、Proself for Client、同期ツールはファイルのアップロードやダウンロードを行えますが、以下の相違があります。
利用用途に応じて最も適したソフトウェアをご利用ください。
Proself Client for
Windows

Proself Disk

Proself Client(iOS)
/Proself Client for Android

同期ツール

－

－

ファイルの直接編集

○（※1）

ファイルのアップロード

効率が悪く、遅い

効率が良く、早い

効率が良く、早い

効率が良く、早い

アップロード/ダウンロード
失敗時の自動再試行

－

○

－

○

ファイル暗号化機能

－

○

－

○

コマンドラインからの実行

－

－

－

○

ライセンス

別途必要

無料

無料

無料

おすすめの利用用途

Officeファイルを直接編集
したい

△(※2)

外出先や出張先でファイルのア
Proself上のフォルダとクライ
不安定な通信回線でアップロード
ップロード/ダウンロードやWeb アントの特定のフォルダを同一
/ダウンロードしたい
公開を行いたい
にしたい

※1 直接編集中はファイルにロックがかかるため、編集中は他ユーザーによる更新は行えません。
※2 Microsoft Officeファイル(Word、Excel、PowerPoint)については、Officeの直接編集モードを利用することで直接編集を行うことが可能です。
ただしこちらはMicrosoftのWebDAV機能を使用しており、ご利用のOfficeのバージョン、OS または Microsoftの Updateのあたり方によって直接編集機能がご利用できない
可能性がございます。
またOfficeファイルの直接編集は、Officeのセキュリティ強化によりHTTPS通信を利用した場合のみ可能です。
上記以外のファイルについてはファイルを開くと一時領域にファイルをダウンロードし、編集後に保存するとサーバーにそのファイルをアップロードするため、擬似的に直接
編集が行えます。

■各Proself Clientにおける機能比較
Proself Client for Windows

Proself Client (iOS)

Proself Client for Android

フォルダ新規作成

○

○

○

ファイルのアップロード/ダウンロード

○

○

○

ファイル、フォルダの移動/コピー/削除

○

○

○

オートレジューム機能

○

－

－

ファイルへの属性付与（ロック、読取専用）

○

○

○

Web公開/受取フォルダ

○

○

○

プロキシサーバーの利用

○

○

○

クライアント証明書の利用

○

○ (※)

○

ログファイル出力

○

－

－

パスコードロック機能

－

○

○

ファイル暗号化機能

○

－

－

ファイルチェック機能

○

－

－

無料

無料

無料

ライセンス

※クライアント証明書を利用する際は、事前にクライアント証明書をProself Client (iOS)にインポートする必要があります。
クライアント証明書の拡張子を「.p12」から「.pccertificate」に変更したクライアント証明書をProself Client (iOS)で開くことでインポートの実施が可能です。
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P rose l fオ プ シ ョ ン
Proselfをさらに便利に
Proselfに特定用途向けのオプションを導入することでProself単体とは違った使い方ができるようになります。
現在Proselfでは6種類のオプションがリリースされています。

メールセキュリティソリューションパッケージソフトウェア

Proself Mail Proxyオプション
動作環境
サーバー
動作環境

メ ールサーバー
動作環境
クライアント
動作環境

価格
Java及びJava Servletが動作するハードウェア及びOS
※Mailproxyオプション単体では動作しません。
Proself Enterprise Edition Ver.4が別途必要です。
※SMTPサーバー機能はありません。
SMTPに対応したメールサーバー

オープンプライス

(Sendmail、Postfix、qmailで動作確認済み)
SMTPでメール送信可能なメールクライアント
(Outlook、Becky!で動作確認済み)

Proself Mail Proxy オプションを導入すると添付ファイルがそのまま相手に送られることはありません。
Proselfで添付されたファイルを集中管理することでセキュリティを大幅に強化できます。

■学習コストゼロ！ユーザーは今まで通りメールにファイルを添付するだけ。
通りメールにファイルを添付するだけ
ユーザーの利用方法はとっても簡単。一度メールサーバーの接続先をProselfに変更
するだけです。あとは今まで通りにメールにファイル添付するだけで利用できます。

■添付ファイルを自動でProselfへアップロード。
メールクライアントで添付ファイルをつけて送信すると自動的にProselfにアップロ
ードしてメールの本文にダウンロードアドレスを挿入します。わざわざProselfにア
ップロードしてからメールにダウンロードアドレスを自分で記述する手間が省けます。

■ダウンロードアドレスにパスワードを設定可能。
ダウンロードアドレスに自動的にパスワードを設定することが可能です。パスワード
はメールの送信者に通知されます。送信者が別のルートで相手にパスワードを通知す
るようにすることで万が一送信者を間違っても相手にファイルが漏洩しません。

■カスタムフィルタ対応。メールの内容でフィルタリング可能。
添付ファイルでの情報漏洩をより強化するためメールの内容や添付ファイルの内容で
メール送信を拒否するフィルタを設定することができます。お客様の都合に合わせて
Java言語で作成することが可能です。また弊社でもカスタムフィルタの開発を承って
おります。
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大学
大学・教育機関向けオプション

Proselfレポートオプション
動作環境
サーバー動作環境

Java及びJava Servletが動作するハードウェア及びOS
※レポートオプション単体では動作しません。Proself Enterprise Edition Ver.4が別途必要です。

価格
オープンプライス

使い方はとっても簡単!!
パソコンに詳しくない先生でも手軽にレポートの回収
課題の配布が行えます。
Proself レポートオプションを導入すると手間のかかるレポートの回
収や課題の配布を効率的に行うことができます。レポートの回収、課
題の配布に特化しているため操作方法は簡単です。

レポートオプションの主な特徴
■誰がいつ課題を提出したか常に記録
学生がいつ課題を提出したかログに記録されているため提出期限に間に合っているか簡単に判別できます。

■学生は課題を再提出可能
学生は一度提出したレポートであっても期間内であれば何度でも再提出可能です。先生は最新の提出したレポートのみ、表
示されます。

■提出期限を設定指定
先生はレポートの提出期限を設定できます。先生は期限に間に合ったレポートのみを回収できます。

■課題提出・配布資料のダウンロード可能な学生を制限可能
先生が課題提出・配付資料のダウンロード可能な学生を選択することができます。受講している学生のみアクセスできるよ
うに設定可能です。

レポートオプションの使い方
提出用アドレスが生成されます
http://XXXX/report/public/47AMwAgM3QMA7x0BiDxStUFDu4HFfTLJCDU8YA3bSMfD

先生がフォルダを
レポート回収設定すると

先生がレポートを一括で回収

フォルダに提出用の暗号化されたアドレスが割り当てられます。
そのアドレスにブラウザからアクセスすると、レポート提出用の画面が表
示されます。

学生がレポートを提出

メールで学生にアドレスを送信

学生が自分のアカウントでログイン
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Proself統合認証オプション
動作環境
サーバー
動作環境

価格

JDK6 Update 20以降が動作するハードウェア及びOS
※Proself Enterprise Edition Ver.4が別途必要です。
※Active Directoryが稼働し、Proselfが動作するサーバーを
DNSに登録可能である必要があります。

オープンプライス

クライアント Active Directory ドメインに参加し、ローカルエリアネット
動作環境
ワーク上にあるWindows Vista、Windows 7、Windows 8、
Windows 8.1、Windows 10

自動的に
IDを送信！

Active Directoryサーバー

ID

ブラウザを
開いただけで...

ID

ADサーバー
で認証!!
Proselfサーバー

■IDとパスワードを入力せずにProselfを利用可能
Proself統合認証オプションを利用するとWindowsのログオンアカウントを使
用することでProselfにIDとパスワードを入力することなく利用することが出
来ます。ユーザーはWindowsにログインする際に一度だけパスワードを入力
するだけで済み、ProselfにIDとパスワードを入力する手間を省くことが可能
です。Proself統合認証オプションはProselfにて統合Windows認証を実現する
もので、パスワードを直接やり取りせずに認証できるセキュアなシングルサ
インオンを実現できます。

Proself SAML認証オプション
動作環境

サーバー
動作環境

※Proself Enterprise Edition Ver.4.13以降が別途必要です。

オープンプライス

JDK6 Update 20以降が動作するハードウェア及びOS

■IDとパスワードを入力せずにProselfを利用可能

❷認証情報によりログイン
❶
ロ
グ
イ
ン
Identity Provider

価格

Proself Server

Proself SAML認証オプションはSAML（Security Assertion Markup
Language）プロトコルを利用した強化されたセキュリティのシングルサイン
オン（SSO）を実現することができます。 共通の認証システムにProselfを連
携させることで、ユーザーは他の連携システムと同じログイン認証を利用で
き、システム別のログイン、専用のアカウント管理といった面倒な手間を省
くことができるようになります。Shibboleth認証など、SAMLに準拠している
認証システムであれば対応可能です。

Proself 文書内検索オプション
動作環境
サーバー
動作環境

■文書ファイルの中身を検索可能
Proselfの標準機能でもファイル名の他、ファイルの種類、更新日
時、ファイルコメント等で検索が可能ですが、文書内検索オプショ
ンを導入することでドキュメントの中身の検索も可能になります。
検索対象ファイル形式はMicrosoft Word(.doc、.docx)、
Excel(.xls、.xlsx)、PowerPoint(.ppt、.pptx)、PDF、Textです。
※相互運用機能をご利用の場合は検索機能を使用できません。
※推奨ファイル数は100万ファイル以下です。ファイル数が多くな
る(100万ファイル以上)と検索速度が遅くなります。速度向上には
メモリが必要となり、チューニングが必要となる場合はカスタマイ
ズ承ります。
※文書内検索に対象外のファイルを含めたい場合はカスタマイズ承
ります。
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価格

Java及びJava Servletが動作するハードウェア及びOS
※文書内検索オプション単体では動作しません。
Proself Enterprise Edition/Standard Edition Ver.4が
別途必要です。

オープンプライス

Proself スマートフォンオプション
動作環境
サーバー
動作環境

価格

Java及びJava Servletが動作するハードウェア及びOS
※スマートフォンオプション単体では動作しません。
Proself Enterprise Edition/Standard Edition Ver.3
（3.42以降）/Ver.4が別途必要です。

￥0（無料）

iPhoneやAndroidケータイ等のスマートフォンやiPadやAndroid Tablet等のタブレット端末に特化した
操作しやすい画面を提供します。
スマートフォン・タブレット端末のブラウザに最適化することで動画や音楽ファイルのストリーミング再
生やAndroid端末での日本語ファイルのダウンロード、iPhone/iPadからのアップロードを実現します。

スマートフォンオプションの主な特徴
■スマートフォンに特化した専用画面
スマートフォンやタブレット端末に特化した画面レイアウトを採用し、タッチでも操作しやすくなっ
ています。

■iPhone,iPadでもアップロード可能
ブラウザからのアップロードをサポートしないiPhone・iPadではメールにアップロードしたファイル
を添付し、そのメールをProselfで受信するように設定することでアップロードすることが可能です。
※この機能は個々のユーザーが任意のPOP3サーバーを指定し、メールの受信を可能にします。管理者の方はリスクを検討した上で有効にしてください。

■動画・音楽をストリーミング再生可能
Proself上にある動画・音楽ファイルを一旦ダウンロードすることなくすぐに再生することが可能です。
途中からの再生も可能です。
※ストリーミング再生対応のファイルはmp3、wav、aiff、m4a、aac、mp4、m4v、mov、3gpです。ただしすべてのファイルでのストリーミング再
生を保証するものではありません。
※端末によってはストリーミング再生に対応していないことがあります。

■日本語ファイル名もダウンロード可能
iPhone、iPadはもちろんのこと、日本語ファイル名のダウンロードをサポートしていないAndroid
ブラウザではファイル名をローマ字に自動変換することで日本語ファイル名のダウンロードを実現
します。例えば「報告書.pdf」は「hokokusyo.pdf」としてダウンロードされます。
※仕組み上、本来の読みと一致しないことがあります。

クライアントソフトウェア 機能比較一覧
■ スマートフォン、
タブレット端末利用時におけるProself スマートフォンオプションとProself Client for
iOS/Androidの違いについて
ProselfスマートフォンオプションとProself Client (iOS版)/for Androidは、それぞれスマートフォンやタブレット端末からのア
ップロードやダウンロードが行えますが、各機能において以下の相違があります。
スマートフォン、タブレット端末にてProselfを利用する際は、用途に応じて各アプリケーションをご利用ください。

Proselfスマートフォンオプション

Proself Client ( iOS版)

Proself Client for Android

－

○

○

－

○

○

Web公開/受取フォルダ機能

○

○

○

メール添付によるファイル
のアップロード

○

－

－

ドラッグ&ドロップによるファイル
のアップロード/ダウンロード

－

○

○

無料

無料

無料

ファイルへの属性付与
（ロック、読取専用）
ファイル/フォルダの移動、コピー

ライセンス

おすすめの利用用途

外出先で手軽にファイルを
アップロード/ダウンロードしたい

スマートフォンオプションよりも高度な操作を行いたい
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P r o self Ver.4 仕様
Oracle社純正のJava及びJava Servletが動作するハードウェア及びOS
対応ハードウェア・OS

※Web Application ServerはTomcat7を使用しています。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation <http://www.apache.org/>.

x86CPU+Cent OS6、x86CPU+Windows Server 2012 R2で動作確認済み

サーバー
動作環境

CPU

Enterprise Edition / Standard Edition : Xeon 2コア(4コア推奨)

メモリ

Enterprise Edition : 1.5GByte以上(4GByte以上推奨)
Standard Edition
: 1GByte以上(1.5GByte以上推奨)
※メモリはキャッシュに利用するため多めに確保下さい。

対応Javaバージョン
クライアント
対応ブラウザ
動作環境
輸出規制について

JDK 8、7または6
Internet Explorer 11推奨
Internet Explorer 9、10
Microsoft Edge・Firefox ・Opera・Safari・Google Chromeの最新バージョンで動作確認済み
本ソフトウェアは、「市販暗号プログラム」であるため外為令別表に該当しますが、本プログラムの有する暗号機能
は使用者によって変更することはできず、また暗号機能の使用に関して技術支援は不要であるように設計されている
ため貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用により外国為替令の規制対象外となり役務取引許可は不要です。

\125,000 （税込 \135,000）
Standard Edition
販売価格

・1サーバーライセンス / CPU数無制限
・推奨ユーザー数 100ユーザー以下 / 最大同時接続数 100
・商用サービスに利用する場合は別途お問い合わせください
（非商用の場合は制限はありません）

オープンプライス
Enterprise Edition

・1サーバーライセンス / CPU数無制限
・推奨ユーザ数 10,000ユーザー以下 / 最大同時接続数 100
・商用サービスに利用する場合は別途お問い合わせください
（非商用の場合は制限はありません）

マイナーバージョンアップ

無料（ユーザー登録完了日から30日）

スタートアップサポート

無料

※30日を超えると有償サポートとなります

有償サポート（スポット）
年間保守サービス（1年契約）
・Standard Edition
・Enterprise Edition

\10,800（税込）/ 1回
\33,750（税込）/ 1年
オープンプライス / 1年

※登録ユーザー数が1000名を超える場合は、年間保守サービスが必須になります。
※出張サポートをご希望の場合はお問い合わせください。
電話又はE-mailにてスタートアップサポート期間を過ぎた後も日常の運用に関する設定についての問い合わせに
対しての回答やProselfのバージョンアップやお客様のサーバーを移行を行う際の技術支援、お客様のサーバー障害
によって発生したProselfの復旧手順のサポートを行います。また、将来のメジャーバージョンアップの際に追加費
用無しで最新版を利用可能です。

保守 / 技術サポート

時間外サポートサービス（要事前相談）
・Standard Editionご利用の場合は年3回まで無料
・Enterprise Editionご利用の場合は年6回まで無料
・上記以降は1回につき\5,400(税込)
※サポートの有無に関わらず申し込みごとに1回としてカウントします。
年間保守サービスに加入して頂いてるお客様を対象にソフトウェアのアップデートやサーバーの移行等を行う際、
サポート時間外であってもあらかじめご連絡いただくことでトラブルが発生しても即座に対応できるようサポート
担当者が弊社内に待機するサービスです。
アップデート等はサーバーの利用者の少ない休日や深夜に行うことも多いですが、その場合に万が一トラブルが
発生しても確実に対処できるようにサポートすることで確実に作業を完了できます。

リモートメンテナンスサービス
・Standard Editionご利用の場合は1ヶ月あたり\5,400(税込)
・Enterprise Editionご利用の場合はオープンプライス
サーバーの維持管理が大変というお客様には弊社が代わってリモートで管理いたします。
OSアップデート、Javaアップデート、Proselfアップデート及びProselfを問題なく利用できるように維持を行い
ます。
このサービスを利用することでサーバーの維持管理が難しいお客様でもProselfをご利用になることが可能です。
このサービスを利用するには年間保守サービスに加入して頂くことが条件です。また対象OSは
Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、CentOSのいずれかとなります。
※弊社からリモートデスクトップ、SSHでサーバーにアクセス出来る事が前提

出張インストールサービス

お客様のサーバーにインストール・設定を行うサービスです。

お見積いたしますので、別途ご相談下さい。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社または団体等が
商標として使用している場合があります。●本カタログに記載
された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更すること
があります。●本カタログに表記されている内容は2016年11
月現在のものです。
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