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FeliCa対応、電子文書から紙文書までトータルでカバー。 

高度なセキュリティ環境であなたのオフィスを守ります。 

ドキュメントセキュリティシステム 

PageACSES ver.2.1

PageACSES PRO ver.2.1



大切な極秘情報を守るためのセキュリティ管理は、 
企業が果たすべき社会的責任として考える時代です。 
お客様や取引先の満足度を充実させた商品やサービスを提供するため、 

企業が収集した個人および取引先企業の情報はもちろん、企業内部においても各オフィスごとに秘匿性の高い情報が存在しています。 

こうした極秘情報は、個人および取引先企業からお預かりしている大切な内容であり、企業にとって重要な情報資産の一部です。 

第三者への漏えいを防止するため、しかるべき情報セキュリティ対策によって厳重に保護する必要があります。 

「個人情報保護法」により企業の極秘情報取り扱いのあり方はこれまでになく厳しく問われることになります。 

もはや情報セキュリティ管理は、企業が果たすべき社会的責任であると言っても過言ではありません。 

インターネット・E-mail・ファクス・プリンタ・コピーなどのネットワークで、頻繁に情報がやりとりされるオフィスでは、 

無意識のうちに情報が漏えいしている可能性もあります。 

「PageACSES」は、オフィスネットワークのセキュリティ機能を高めるオプション。 

オフィスに氾濫するスキャニングデータやプリントデータからの情報漏えいの防止に優れた機能を発揮します。 

コピーをPageACSESに登録されたユーザのみに制限する機能です。登録ユーザ
のカードをかざさなければ、コピーができません。 

認証コピー機能 
KEY-COPY

●コピー利用権限のないメンバーによるコピー防止 

COPY

プリンタへの出力をPageACSESに登録されたユーザのみに制限する機能です。パ
ソコンでの印刷指示と複合機・プリンタでの出力時に認証が必要となります。また、ネッ
トワークで転送されているデータを暗号化することで、ネットワークの盗聴による漏洩
リスクも大きく削減されます。 

認証プリント機能 
KEY-PRI

●印刷権限のないメンバーによる不正印刷の防止 
●ネットワーク盗聴による情報流出防止 
●出力結果持ち去りの防止 

小型筐体 
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印刷 
データ 

暗号化 
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PRINT



受信されたFAXはTSI情報によって振分けられ、発信元別に閲覧権限者を振分け
ることが可能です。 
※自動振り分け機能は、複合機によって異なります。詳しくは担当営業までお問い合わせ下さい。 

FAX

スキャンデータにはコンテンツIDという固有のデータを割り当てる為、ファイル名
の変更等を行った場合もログによる追跡が可能です。 

パソコン内にある電子データをPDFファイルに変換し、利用権スキャンと同様に
利用を制限することが可能です。 

FAXの受信をPageACSESに登録されたユーザのみに制限する機
能です。FAX受信すると、画像データを発信元別に自動的に振り分け、
それぞれの受信担当者が受信データをダウンロードできます。また、転
送されているデータを暗号化し、ネットワーク盗聴による漏洩リスクも
大きく削減されます。 

●印刷権限のないメンバーによる受信FAXの不正印刷の防止 
●ネットワーク盗聴による情報流出防止 
●出力結果持ち去りの防止 

FAX受信データセキュリティ機能 
KEY-FAX

スキャンデータの操作を登録されたユーザのみに制限する機能です。
スキャンデータを暗号化されたPDFにすることで、スキャンデータへの
利用を制限し、権限を持たないユーザによる不正閲覧、印刷を防ぐこ
とが可能です。これによって、ファイルを間違えてメール送信したような
場合でも、権限を持たないユーザへの情報漏洩を防ぐことが可能です。 

●スキャン権限のないメンバーによる不正スキャンの防止 
●ネットワーク盗聴による情報流出防止 
●スキャンデータの不正配布の防止 

利用権スキャン機能（PageACSES PRO版のみ） 
LICENSE-SCAN

スキャンをPageACSESに登録されたユーザのみに制限する機能です。
複合機でのスキャン指示とパソコン上でのスキャンデータ受信時に認
証が必要となり、スキャン操作を行った本人がデータ受信可能となります。
また、ネットワークで転送されているデータを暗号化することで、ネットワー
クの盗聴による漏洩リスクも大きく削減されます。 

●スキャン権限のないメンバーによる不正スキャンの防止 
●ネットワーク盗聴による情報流出防止 
●スキャンデータの不正取得の防止 

認証スキャン機能 
KEY-SCAN

閲覧権限・印刷権限等の設定 

SCAN

※全てのログは、PageACSES内に格納されています。 

コピー、プリント、スキャン／FAX受信それぞれのログを収集することが
可能です。 
※収集可能なログは複合機・プリンタによって異なります。 

ログ閲覧 
Log

●社内からの不正漏洩を抑止 

閲覧 

SCAN
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※複合機がFAXを受信すると、PageACSESにデータとして格納されます。 
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目的・用途に合った、セキュリティ管理を実現します。 

FeliCa

ユーザ登録時に、それぞれの機能への利用権限を設定可能です。職制や在
籍地等によって、複合機の利用権限を設定し、情報漏えいのリスクを低減す
ることが可能です。 

登録権限によって使える機能を限定 

クライアントパソコンでの、印刷指示・スキャンデータダウンロード時のユーザー
認証を、FeliCaを使ったカード認証だけでなくID・パスワードでの認証ができ、
お客様のセキュリティ達成レベルやコストに合わせた認証形態が選択可能です。 

※PageACSES本体設定の為、ユーザごとに認証方法を選択することはできません。 
※複合機を操作する際には、FeliCaカードでの認証が必要です。 

※ActiveDirectory/LDAP認証についての詳細は、担当営業にお問い合わせください。 

N E W

クライアントPCでの認証を選択可能※
 

SECURITY

SECURITY

SECURITY

SSFCカード対応 
SECURITY

ディレクトリサーバを使った認証機能です。社内のユーザ情報の一元化が可能と
なり、管理の負担を軽減できます。また、PageACSESにユーザ情報を登録すれば、
ディレクトリサーバが無くともPageACSES単独で認証を行うことが可能です。 

ActiveDirectory認証/LDAP認証※
 

SECURITY

管理者が初期設定で許可した場合には、通常の認証なし印刷も行えます。ユー
ザーによって「認証あり印刷」「認証なし印刷」の使い分けが可能となります。 

認証なし印刷が可能 

SECURITY

クライアントパソコンからプリント指示が出されると一旦、親となる
PageACSESでデータを保留。印刷指示者は、都合のいい複合機にカードを
かざし、その複合機から出力することができます。PageACSESに接続された

複合機であればどこからでも出力できるので、稼働状況に応じて印刷指示後
に出力端末を選択・変更することが可能となります。 

ユビキタスプリント機能 

一般社員は… 

COPY
利用可能 

FAX
利用可能 

PRINT
利用可能 

SCAN
利用可能 

出張者は… 

COPY
利用可能 

FAX
利用不可 

PRINT
利用不可 

SCAN
利用不可 

プリント指示 

スキャンデータ 
ダウンロード 

●設定例 

PRINT

FeliCa

印刷 
データ 

暗号化 

印刷 
データ 

暗号化 

親機 

親機でデータを一時保留 

カードをかざした複合機から出力 

子機 子機 
FeliCa

暗号化 

暗号化 

ID・パスワードによる認証 

ユーザ（U）： 

パスワード（P）： ＊＊＊＊＊ 

konicaminolta

企業連合SSFC（Shared Security Formats Cooperation）が策定するIC
カードセキュリティシステム「SSFCカード」に対応しています。1枚のカードで入
退室管理から複合機、PC管理など連携して行えます。例えば、カードを使用せ
ずに入室しても複合機を利用できないといった運用も可能です。従来のカード
管理に比べ、カードと社員番号を紐付けして管理できることで、より高いセキュリ
ティ環境を構築でき、情報漏洩防止・利用者の限定に役立ちます。 

※親機と子機は、同一機種／同一オプション装備の必要があります。 

PageACSES認証イメージ 

クライアント 

クライアント 

PageACSES PRO
●認証サーバ機能　●印刷サーバ機能 

PageACSES
●印刷サーバ機能 

PageACSES PRO
●印刷サーバ機能 

ActiveDirectory/
LDAPサーバ 

●認証サーバ機能 

PageACSES
●印刷サーバ機能 

●PageACSESを認証サーバにする場合 

クライアント 

クライアント 

●ActiveDirectory/LDAPを使った認証 

認証 

認証 

認証 

認証 

認証 



アタリ 

クライアントパソコンから出力指示したジョブを大画面タッチパネルで操作し、印刷を開始します。部数や印刷
モードなどの詳細情報をパネルを見て事前に確認でき、間違えて送信した不要なジョブの削除ができるので
ミスプリントの低減が可能です。 

プリントジョブ出力選択〈タッチパネルオプション使用時〉 
Print-Job

スキャンした画像をタッチパネルにプレビュー表示することで、事前に傾きや文字かすれ等のスキャンミスを
防ぐことが可能です。また、スキャン時に電子署名を付与することができるので、スキャン後のデータ改竄の
有無を確認することができます。 

スキャンプレビュー／電子署名〈タッチパネルオプション使用時〉 
Scan-Previw / digital sign

大型 
タッチパネル 

操作しやすい 

FeliCa

印刷 
データ 

暗号化 

FeliCa

FeliCa

PRINT

FeliCa

送信内容のプレビューと送信番号を、タッチパネル画面で同時に確認できるので、FAX
の誤送信を低減します。また、短縮登録された宛先の選択を制限したり、FAX番号の
直接入力を禁止することも可能です。 

FAX送信セキュリティ〈タッチパネルオプション使用時〉 
FAX-Sending

スキャン 
データ 

暗号化 

SCAN

FeliCa

FAX

送信内容確認 送信番号確認 

※オプション 

※タッチパネルとは別に電子署名オプションが必要です。 

大画面LCDタッチパネル※により、操作性が向上。 
さらにハイレベルなセキュリティと利便性の両立を実現します。 

N E W

N E W

N E W



※カタログ中のイメージカラーを使用している部分は実際の画面の色と異なる場合があります。 
＊PageACSESは、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標です。 
＊Windowsは、マイクロソフト社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。   
＊FeliCa、 PaSoRi（パソリ）はソニー株式会社の登録商標です。 
＊他のすべての製品及び商標名はそれぞれの会社または団体の商標、または登録商標です。 
＊製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承く
ださい。 

お問い合わせは、当社へ。 
●PageACSESを導入することで、複合機やプリンタの機能が制限されます。 
●弊社は、お客様に生じた直接・間接的損害及び第三者からのお客様に対する不正行為、
責務不履行、契約責任、不当利益を請求原因とする損害に対して責任を負いかねます
ので、ご了承ください。 

●詳細については、担当営業にお問合せください。 

ご使用上の注意 

地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インクを使用しています。 

 仕　様 

Pentium-MMX 233MHz以上 

Windows2000 Professional（SP4）日本語版 

WindowsXP Professional（SP1,SP2）日本語版 

WIndowsXP Home Edition（SP1,SP2）日本語版 

256MB以上 

10Base-T以上 

USB1.1以上 

PageACSES 

・PaSoRi基本ソフトウェア 

PageACSES PRO 

・PaSoRi基本ソフトウェア 

・Adobe Acrobat Reader 5.05/5.1日本語版 

Adobe Reader 6.0/7.0日本語版 

Adobe Acrobat 6.0/7.0日本語版 

上記いずれかひとつがインストールされていること※ 

・Sun Java2RE Ver1.4X

項目 

CPU 

OS 

 

 

メモリ 

ネットワークボード 

USBポート 

必須アプリケーション 

■クライアント仕様 

 仕　様 

Celeron 2.4GHｚ以上 

WindowsXP Professional（SP2） / 

Windows 2003 Server 

1GB以上 

80GB以上の空き容量 

10Base-T以上 

USB1.1以上 

項目 

CPU 

OS 

 

メモリ 

HDD 

ネットワークボード 

USBポート 

■PageACSES PRO ver2.1 動作環境 

※複数インストールされている場合は、いずれかをアンインストールする必要があります。 

 仕　様 

Celeron M 1.6GHz 

WindowsXP Professional 

512MB 

80GB 

10/100/1000Base-T×2 

AC100～200V 

88mm × 326mm × 345mm

項目 

CPU 

OS 

メモリ 

HDD 

ネットワークボード 

電源 

大きさ（幅×奥行き×高さ） 

■PageACSES ver.2.1 本体仕様 

 仕　様 

346mm × 54.5mm × 301mm｠ 

AC100V 50/60Hz 

4.1kg

項目 

大きさ（幅×奥行き×高さ） 

電源 

質量 

■タッチパネル仕様 
タッチパネル本体 

 仕　様 

12kg 

450mm × 450mm × 1157.5mm｠ 

9.7kg

項目 

最大積載質量 

大きさ（幅×奥行き×高さ） 

質量 

タッチパネル台座 

PageACSES ver.2.1 350,000円 
PageACSES PRO ver.2.1 480,000円 

LCDタッチパネルオプション 220,000円 

LCDタッチパネル用ソフトウェア 15,000円 

電子署名オプション 10,000円 

電子署名ソフト（追加10,000署名ライセンス） 100,000円 

OCRオプション 200,000円 

PageACSESライセンス証書（追加1ライセンス） 12,000円 

PageACSESライセンス証書（追加5ライセンス） 50,000円 

複合機接続ケーブル 19,000円 

非接触ICカードリーダ/ライタ「パソリ（RC-S320）」 オープン価格 

FeliCaカード 1,500円～ 
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・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本紙掲載の価格には消費税が含まれておりません。ご購入の際は別途申し受けます。 

PageACSES 
〈本体+台座〉 

タッチパネル 
〈本体〉 

タッチパネル 
〈台座〉 

■本体標準価格（税別） 

■寸法図（単位：mm） 

※Felicaカードの価格は、枚数・カード設計により異なります。担当営業にお問い合せください。 
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〈正面〉 〈側面〉 

5ライセンス分 
含む 

〈国内総販売元〉 

〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 

コニカミノルタビジネステクノロジーズの生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。国内グループ販売会社の全拠点での認証を取得しています。 

〈製造元〉 

7
■おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承下さい。 
 消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。  

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 http: //bj.konicaminolta.jp

本紙の記載内容は2007年8月現在のものです。 9251-0151-40  0708T P8

0120-805039
〈お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ〉 

〔お客様相談室〕 
受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。 


