製品データシート

システムの完全な統合を実現

Deep Freezeの利点

Faronics Deep Freezeは、
コンピュータの設定を保護することに
より、ITヘルプデスクが受けるリクエストとこれにかかるコスト
を63%削減します。すべてのデスクトップ、ノートブック、サーバ
を、最初にインストールされた完全かつオリジナルの稼働状態
に常に保つことによってこれが可能になります。それにより、企
業ではコンピュータの信頼性が高まり、サポートコストを最小限
に抑えることができ、IT担当者は手間のかかるヘルプデスクのリ•
クエストから解放されます。実際にDeep Freezeをインストールした•
企業では、IT技術者がサポートするユーザとワークステーションの•
数が大幅に増加しています。
Deep Freezeのディスク保護により、•
ユーザは文書、スプレッドシート、その他のデータをThawed
(非保護)ドライブとパーティションに保存することもできます。

•• IT管理者に対して、すべてのセッションにクリーンで一貫
したワークステーションを提供する能力を提供します。
•• IT担当者をソフトウェアの破損、
ウィルス、マルウェア、
スパイウェア、設定のずれに伴う面倒なシステム修復の
作業から解放します。
•• ユーザはデータを保存しながらも、制限がなく、問題も
ないコンピューティング体験が得られます。
•• IT担当者は、ネットワーク配備および管理機能を通
じて、エンタープライズシステムに対する制御を強化•
できます。
•• ITの修理に費やす時間と費用を削減します。

｢問題が多く一貫性のないコンピュータソフトウェアのせいで、定年を控えた教師たちはもうこれ以上続けられないと
言っていましたが、昨年の夏にDeep Freezeがインストールされてからは、教えることの楽しさをまた思い出してくれたようです｣

– カリフォルニア州サンファン統一学区 チャック・テイラー

Faronics Coreを使って、Deep Freezeワークステーションを管理し設定できます。

800-943-6422

sales@faronics.com

www.faronics.com

主要機能
完全な保護
•• 再起動によるワークステーションの100%リカバリを保証します。
•• 完全なセキュリティのために、パスワード保護機能を提供します。
•• 複数のハードドライブおよびパーティションを保護します。
統合と互換性
•• マルチ起動環境をサポートします。
•• 高速のユーザ切り替えに対応しています。
•• SCSI、ATA、SATA、および IDE ハードドライブをサポートします。
•• FAT、FAT32、NTFS、ベーシックおよびダイナミックディスクを•
サポートします。
•• 6ヶ国語で提供。
セキュリティおよび管理
•• ユニークなCustomization Codeですべてのコンポーネントを暗号化できます。
•• さまざな有効化と期限で、ワークステーション上またはコマンドラインコントロ
ールで使用される複数のパスワードをプリセットできます。
•• 暗号化された1度限り または1日限りのパスワードを作成できます。
•• 必要に応じて、またはメンテナンス期間中にキーボードとマウスを無効にす
ることができます。
•• ブートコントロールウィンドウにより、ただちに再起動できます。
•• ステルスモードに設定すると、Deep Freezeのシステム トレイの•
アイコンが非表示になります。
構成オプション
•• アドミニストレータを使用して、カスタマイズされたインストール•
ファイルを作成できます。
•• 保護ドライブ、選択的に保護または非保護固定ドライブを事前に選択でき
ます。
•• 自動再起動/自動シャットダウンをスケジュール設定することが•
できます。
•• ログオフ時に再起動できます。
•• 設定された非アクティブ状態後、ワークステーションをシャット•
ダウンすることができます。
•• インターネットやSUS/WSUSサーバを介したWindowsアップデート、またはカ
スタムバッチファイルを実行してその他のソフトウェアを更新するために、
非保護メンテナンスの期間(1回または複数回)をスケジュールすることがで
きます。
データ維持オプション
•• プログラムの保存、ファイルの保存、恒久的な変更などに使用するThawSpace
を最大8つまでワークステーション上に作成することができます。
•• ThawSpaceは表示または非表示にすることができます。
•• ThawSpaceのサイズやファイルシステム(NFTSファイルシステムで最高1 TB)を
指定することができます。

システム要件

集中管理
•• 再起動、シャットダウン、Wake-On-LAN、Freeze、Thaw、Thaw Lockedの各タス
クを1度または定期的に実行するように動的にスケジュールすることができ
ます。
•• その場でメンテナンスと再起動/シャットダウンスケジュールを変更すること
ができます。
•• ユーザ定義グループにより、容易にワークステーションを管理できます。
•• Active Directoryからグループのインポートまたはスマートオートマティックフィ
ルタにより、素早くグループまたはサブグループを配備することができます。
•• すべての既存のインストールファイルを自動更新します。
•• 「Thaw Locked」モードで要求されると即座にシステムメンテナンスを呼び出
します。
•• Deep FreezeコンソールからRDPとVNCセッションを起動できます。
•• Enterpriseコンソールをカスタマイズして独自の機能を搭載します。
•• ワークステーション上のソフトウェアをリモートで配備、実行、管理できます。
•• Faronics Coreを使って、スケジュール設定されたアクションを「アクティブ」に
保ち、オフラインのワークステーションを確実に更新できます。
•• Faronics Coreを使って、ダイナミックグループを擁するワークステーションを管
理、ワークステーショングループでアクションの実行、•
ワークステーションのアクティビティステータスを表示、さらにオフラインのワ
ークステーションをウェブからリモートで回復できます。
配備と相互運用性オプション
•• 迅速なネットワーク配備のためのサイレントインストールオプションを提供
します。
•• マスターイメージの一部として、複数のワークステーションに配備するオプシ
ョンを提供します。
•• リモート管理のためのDeep Freezeコマンドラインコントロールユーティリティ。
•• コマンドライン管理が可能なすべてのデスクトップ管理ソリューションにDeep
Freeze保護を統合することができます。
アクションファイル
•• Deep Freeze Consoleを介して他のプログラムと対話するためのXMLベースの
Deep Freezeアクションファイルの作成、編集、ダウ•
ンロード、共有ができます。
拡張されたネットワークオプション
• LAN、WAN、またはその組み合わせを通してワークステーションと通信するこ
とができます。
• 複数ポートをサポートします。
アンチウィルスの統合
•• Faronics Anti-VirusのFrozen状態で保護されたワークステーション上のシームレ
スなマルウェア定義。
•• Thawed Maintenance期間の使用により、その他のアンチウィルスソリューショ
ンのためのマルウェア定義を容易に維持できます。

Deep Freeze の使用には、Windows 2000/XP/Vista/7のいずれか、およびハードドライブに10%以上の•
空きスペースが必要です。Deep Freezeのアドミニストレータおよびコンソールが正常に機能するに
は、Windows 2000/XP/Vista/7が必要です。Faronics Coreのシステム要件については、
『Faronics Coreユ
ーザガイド』を参照してください。ハードウェアについては、ご使用のオペレーティングシステムに推奨さ
れる要件に準じます。

対応環境:

完全な機能を備えた評価版を
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パートナープログラムへの参加に関する
詳細は、次のサイトを参照してください。
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