
 

安全なアクセス、同期、 
および共有ソリューション

いつでも、どこからでもコンテンツにアクセス
Acronis Files Advanced を使用すると、権限を
持つ従業員は、iPhone®、Android® のスマート
フォン、タブレット、ラップトップ、PC、また
は Mac® などの任意のデバイスを使用して、
会社のファイルサーバー、SharePo in t ®、 
Network  Attached Storage（NAS）、お
よび Al f resco®  や  EMC®  Documentum®

　などの Content Management Interoperability 
Systems（CMIS）上にあるコンテンツにアクセ
スし、同期と共有ができます。

Microsoft Office Online による Web 編集 
Acronis  F i les  Advanced には、Off ice 
Online の Web 編集を使用してユーザーが 
Office ファイルを表示、編集、および作成
できるオプションが搭載されるようになり
ました。Office Online は、 Office Online 
Server を使用してオンプレミスで稼働させ
ることもできます。

コラボレーションと管理の向上
ユーザーは、より柔軟に共有マテリアルを
管理できます。IT 部門は、ファイルのタイ
プ、サイズ、およびプロパティに対するポリ
シーを定義できます。

アプリ内の安全な編集
ユーザーはAcronis File Advancedモバイル
アプリ内でOffice文書やPDF文書を作成して
編集できるため、モバイルデバイスを実際の
ビジネスプラットフォームに変えることがで
きます。

安全な Web プレビュー ユーザーは、最初に
文書をダウンロードする必要なしに、許可さ
れた Web ブラウザを使用して機密ファイル
や重要ファイルをより迅速かつ安全に表示さ
せることができます。これは、厳格なセキュ
リティとコンプライアンスポリシーを備えた
企業にとって必須の機能です。

高度なセキュリティと管理
Acronis Files Advanced Policy Engine は、
詳細な管理機能を提供することにより、セキ
ュリティポリシーを作成し、コンテンツ、
ユーザー、およびデバイスに対する管理とコ
ンプライアンスを確保します。

Active Directory®との統合
Acronis Files Advanced と Active Directory 
との統合により、認証、ユーザーアカウント
管理、およびデバイス登録に対応します。

トラッキングと監査証跡
Acronis Files Advanced では、検索、フィ
ルタリング、エクスポート機能を含むすべて
のトランザクションにエンタープライズクラ
スの監査証跡と履歴が提供されるため、IT 
部門はユーザーの行動、ユーザーがアクセス
している文書、およびユーザーが文書を共有
している相手を把握できます。

暗号化 
iOS向けのFIPS 140-2 認定暗号化を含む
OTA/オンデバイス暗号化。

使いやすいユーザーインターフェイス – 直感的
な最新のユーザーエクスペリエンスにより、従
業員は簡単かつ自然に使用することができます。
トレーニングはほとんど必要ありません。

ACRONIS FILES 
ADVANCED の 
メリット

• ユーザーの操作性の向上 - ユ
ーザーは、時間や場所に関係
なく、ビジネスファイルへの
アクセスや作成、編集などを
行うことが可能です。

• モバイルの管理 – Acronis 
Policy Engine によって管理さ
れる高度なセキュリティ機能
により、IT 部門は必要なツー
ルを余すことなく使用して、
会社の重要なデータ資産を保
護できるようになります。 

 
• 競争力 – モバイルデバイスを

活用して迅速な意思決定を行
うことができるため、最終的
に収益を向上させ、顧客満足
度を満たすことができます。 

• BYOD 対応 – コンテンツの
アクセスと共有に対して完全
な IT 統制を行いつつ、従業
員は選択したデバイスを使用
することができます。 
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Files Advanced
Acronis Files Advanced は、様々なデバイスを使用したい従業員のニーズと、デー
タのセキュリティ、プライバシー、可視性、コンプライアンス、および BYOD を
サポートしなければならない組織のニーズを両立させる、簡単で安全なファイルの
同期および共有ソリューションです。従業員は任意のデバイスから会社のファイル
に安全にアクセスし、他の従業員、顧客、パートナー、ベンダーと文書を共有でき
ます。ビジネス向けに設計された Acronis Files Advanced により、BYOD を含む
モバイルデバイスによってビジネスが拡大します。



詳しくは、www.acronis.com を
ご覧ください。

アクロニス製品を購入するには、 
www.acronis.com/partners/
resellers/locator.html をご覧いた
だくか、オンラインで認定リセラーを
検索してください。
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その他の主な機能

• オンプレミスでの展開により、IT 部門は
最大限の管理が可能 

• すべてのデバイスによる共有を管理 
• ファイルサーバー、NAS、EMC 

Documentum、Alfresco、一般的
なコンテンツ管理システム、および 
SharePoint ファイルへの Web によるア
クセスおよびプレビュー 

• ユーザー、グループ、ドメイン、アプリ
ケーションのホワイトリストおよびブラ
ックリスト 

• 登録、データソース、ポリシーに対応す
るサーバー側の API 

• パスワードおよび証明書の認証による 
HTTPS リバースプロキシサポート 

• デバイスからのファイルパージ機能 
• サードパーティおよび顧客のエンタープ

ライズアプリケーションからオプション
のサーバーファイルアクセスを可能にす
るクライアント API/SDK 

• Mac や PC へサーバーのファイルを同期
する機能 

• Blackberry® Dynamics、Microsoft 
Intune®、MobileIron® AppConnect と
の統合、およびあらゆる主なモバイルデ
バイス管理（MDM）ベンダーとの互換性 

クライアントのサポート

• iPad 2 以降 
• iPhone 4S 以降（iOS 11 以降） 
• Android スマートフォンおよびタブレット 

（Android 4.1 以降） 
• Windows：7、8、8.1、10 
• Mac OS X 10.6.8 以降 
• Web ブラウザ：Firefox®、Internet 

Explorer、Google® Chrome、Safari® 

サーバーのサポート

• Windows Server® 2008、2012  
および 2016 

• Intel®/AMD Server プラットフォーム 
• 仮想環境のサポート 

http://www.acronis.com/ja-jp/provider/backup-cloud/
http://www.acronis.com/partners/resellers/locator.html
http://www.acronis.com/partners/resellers/locator.html

