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	 通常のパソコン使用感覚でシンクライアント環境を実現する

ROM化クライアントT4概要
新しい概念のシンクライアント誕生!!

　「ROM化クライアントT4エンタープライズ」は、通常のパソコンをROM化することで容易にシンクライ
アント環境が実現できるソリューションを提供いたします。この「ROM化クライアントT4概要」は、PCへ
の応用やオフィスPC環境で使用する場合の各ソリューションモデルを示しています。

PCがROM化状態でもWindowsのアップデートやウィルスパターンの更新は、
シャットダウン時に自動で更新れます。安心機能

T4エンタープライズ

総 概 要

情 報 の 一 元 化 が 可 能 ! !
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●T4エンタープライズ　クライアントソフト 型番T4E-CL　　定価　５０，０００円
ROM化用インストールソフトです。ライセンスが与えられたPCにインストールするとクライアントがROM化されます。
システムで一本必要となります。

●T4エンタープライズ　クライアントライセンス 型番T4E-R　　  定価　2０，０００円
クライアントにROM化のライセンスを与えるときに必要となります。USB型ライセンスキーとして販売されます。
一本のUSBライセンスキーにオーダーされたライセンス数が入っています。

●T4エンタープライズ　解除キー 型番T4E-KEY　定価　2０，０００円
アプリケーションソフトの追加などで、ROM化を解除したいときに必要となります。ROM化を解除するPCのUSBに挿入して解除します。
この解除キーか管理コンソールのどちらかで、ROM化を解除して使用します。主にシステム管理者が使用します。

●T4エンタープライズ　管理コンソール 型番T4E-MC　  定価 198，０００円
ネットワーク経由で、クライアントの管理を行います。ROM化されたクライアントのホスト名、IPアドレス、ROM化状態、ライトエミュレーションメモリの使
用状況、メモリ残量が表示されます。またクライアントを指定してROM化の解除、シャットダウン、リブートがこの管理コンソールから行えます。

●T4エンタープライズ　プロファイル移動ソフト 型番T4E-TP　  定価 128，０００円
PCクライアントのプロファイルをNASサーバーやUSBデバイス、SONY製PUPPYへ移転するソフトウェアです。「NAS移動プロファイルモデル」や

「USBデバイスモデル」などのソリューションで使用します。

　USB メモリの形状で ROM 化 PC の USB ポー
トに差し込んで解除します。アプリケーションソフト
の追加、システムの変更などで使用します。

　ROM化された端末でのWindowsのアップデートやウィルス
パターンの更新方法は、更新があった場合は一旦RAM上で更
新され、ウィルス対策ではすぐに反映されます。実際のHDDへ
の更新は、シャットダウン時にドライバーがWindowsのアップ
デートやウィルスパターン更新データのみ反映してシャットダ
ウンします。その他、SUN JAVA、Flash Player、アドビリー
ダーなども自動でアップデートできます。

　ネットワーク経由で、ROM化クライアント
T4の監視を行うことができます。ネットワー
ク上のROM化クライアントT4のホスト名、IP
アドレス、ROM化状態、ライトエミュレーショ
ンメモリの使用状況、メモリ残量を表示しま
す。また、ROM化クライアントT4を指定して、
ROM化の解除、シャットダウン、リブートをこ
の管理コンソールから行えます。更にログ機
能が追加され、各端末のROM化状態、ROM
化解除などの履歴を保存できます。USB型ROM化解除キー
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●クライアントソフト
　（導入システムで1本）
●クライアントライセンス
　（端末数のライセンス
　 を必要とします）
●解除キーまたは
　管理コンソールを選択
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　 使うことも可能です）
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各モデルの利用適用表

Windowsのアップデート、ウィルスパターンの更新

管理コンソールによるROM化解除方法

PUPPY

USB解除キーによるROM化解除方法
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ノートPCをROM化

ハイブリッド・シンクライアント
電波の届かない場所でシンクライアント

PUPPYソリューション

クラウドコンピューティングと連携する

クラウドソリューション

ドメインシステムを用いた

ActiveDirectoryソリューション

NASサーバーを用いて

NAS移動プロファイルソリューション
社内グループウェアを使った

グループウェアソリューション

画面転送型の端末として使え、データをダウンロードしても使えるハイブリッドシンクライアント端末 グループIDの設定で情報漏洩防止システムへ

PCにデータが残らないシンクライアントシステム

既存PCをデータの残らない端末に！！

小規模な事業所などに最適 現在お使いの社内システムを活用

■ 概 要
　データをダウンロードして使う必要がある
業務などで主に使われています。また、レッ
ツノートなどのバッテリー持ちの良いノート
PC を ROM 化することによってシンクライ
アントの端末として使われています。
　実際、社外で、電波の届かない場所など
では、必要なファイルを一時的にダウンロー
ドして使えます。もちろん電源 OFF でデー
タは消えて残りません。

■ 概 要
　ROM 化した 端 末 と指 紋 認 証 メモリの

「PUPPY」を組み合わせて使うソリューショ
ンです。
電波の届かない場所でシンクライアント端末
を使う必要がある場合に使用されます。パソ
コンの HDD は ROM 化され電源オフでキャッ
シュも含めデータが残らないので、「PUPPY」
の中でデータを管理するソリューションです。

■ 概 要
　クラウドコンピューティングと ROM 化されたパソコンを組み合わせることにより、シンクラ
イアントシステムとして運用することができます。例えば、マイクロソフトの Office365 と
連携して運用する方法などがあります。ダウンロードしても電源を切ることにより端末のデー
タが消え、安心して運用することができます。

■ 概 要
　シンクライアントの導入に際し、既存のパソコン、及
びドメインシステムを使うことで、安価にかつ簡単にシ
ステムを導入することができます。
　HDD への書き込みを RAM に代替えすることによっ
て端末 PC にはデータが残らないシンクライアントシス
テムを構築できます。個々のプロファイルは、移動ユー
ザープロファイルのフォルダリダイレクト機能を使うこと
で、データサーバーに一括管理されます。

■ 概 要
　ドメインシステムを導入せずに構築可能なソリューションです。NAS サーバーに個々の PC のプロファイルを一元管理し、かつ PC を ROM 化にすることで、
データの残らないシンクライアントとして運用可能です。安価に構築可能で、比較的小規模なシステムに適しています。

■ 概 要
　グループウェアのメールやファイル管理機能を利用し、PC 端末を ROM 化することで、データの残らないシンクライアントシステムとなります。ファイル
をダウンロードしても電源 OFF でキャッシュも含めデータは消えて残りません。

■ こんな方に最適
・ 画面転送型シンクライアントを使っている

方、もしくは、検討されている方
・ シンクライアント専用端末の電池が持たな

い、重いなどで、何とかしたいと思われて
いる方

・ 画面転送を使っているが、一部データを
ダウンロードする必要がある業務の方

・ 通常のノート PC にデータを残さない端末
にしたい方

■ 便利な機能
　プロファイル移動ソフトを使うことで、ユー
ザープロファイルを「PUPPY」の中に格納
し、使用します。この場合には、デスクトップ
やマイドキュメントにデータを置くと自動的に

「PUPPY」へ保存される機能で、意識して
保存する必要はなく、通常の PC の感覚で操
作できます。

※ポイント
・ ROM 化されていない PC では、たとえ指紋が合ってもアクセス不可能です。
・指紋で保護された領域以外は、データが完全に残ることないシステムを構築可能です。
・指紋認証メモリを持ち帰っても自宅の PC では、アクセスは不可、情報漏えいを防止します。
・電波の届かない場所でシンクライアント（PC にデータが残らない）として作業可能です。

Office365 の機能と連携してシンクライアント！
・最新版の Office を月額利用
・高機能メール、スケジュール管理
・ポータル、ファイル共有
・在籍確認、Web 会議

■ こんな方に最適
・ドメインシステムを使われている方
・端末の入れ替えを簡単に行いたい方
・ 社内システムを低コストでシンクライアント化したい方
・ 既存のパソコンとシステムをそのまま使い、シンクラ

イアント化したい方

ハイブリッドシンクライアント

電源OFFでデータは消えます。 シンクライアント専用サーバー
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Office365を利用して運用

グループID-1

移動ユーザープロファイ
ルを使用して個々のプロ
ファイルはデータサーバ
に一元管理する。 また、
フォルダリダイレクトに設
定しておく

グループIDが一致する範囲内の
PC、PUPPYでデータが制限される

グループID登録なし
グループIDが違う

ROM化クライアントT4

PUPPYを家に持ち帰っ
たとしても

自宅のパソコン

PUPPY

グループID-1 グループID-1

同一のグループID同士のROM化PCと
PUPPYではアクセス可能

グループIDがなかった
り、異なるグループID
のPUPPYではアクセ
スできません。

社員がPUPPYを家に持ち帰り自宅のPCでは、たとえ指紋があ
ってもアクセスできません。ステルス機能

OK！！

office365

Office365 は、Office ソフトなどを月
額で利用するサービスで、在宅勤務で
の必要期間を月単位で契約可能です。

ROM 化クライアント T4


