HGView

エンタープライズ版／ECM 版

iPad 用 CAD 図面＆企業内機密文書 閲覧システム
■ TECHNICAL DATA 2014/6
CAD 図面や社内文書を高セキュリティで携帯・閲覧！

●高速サムネイル表示
●大半図面レイヤー切り替え表示
●Office 文書や動画対応
●Wifi/3G 通信機能不要
●全てのファイルを DRM 暗号化
●管理者が設定できるログインパスワード
●閲覧有効期限機能
●特定デバイス閲覧制限機能
●その他、便利機能が多数

■パワーポイントのアニメーション付プレゼン

iPad は、起動が早くタッチによる使いやすさをもち、従
来ノート PC などでも難しかった社外で修理を行う保守
や医療、屋外の建設の現場などでの情報閲覧端末として
も注目されています。
しかし、これらの用途には、WiFi や 3G ネットワークが
必須では使えない場所があります。また、市販の iPad
用の PDF 表示ソフトウェアでは企業用途にはセキュリテ
ィが充分でないことがあり、再現性が低く管理者が一括
して多数の管理することもできませんでした。
『HG View』は、Apple 社の携帯端末である iPad 上で
AutoCAD や JW_CAD の大型図面、ワードやエクセル、パワ
ーポイント、PDF などの社内文書を暗号化して携帯、閲
覧できるシステムです。
高速のサムネイル表示で必要な文書/図面をすぐに探し
出し、またページサムネイル表示で簡易に移動できます。
図面や文書を管理者が一括して変換、暗号化し、個別の
iPad ごとの異なるパスワードなどで安全に閲覧するこ
とができます。AutoCAD などの図面はレイヤー情報も含
めて変換されるので、CAD ソフトで閲覧するのと同様の
使い方ができます。

■高速サムネイル表示

・既存のパワーポイントファイルを手作業の修正や変更なくアニメーショ
ン付きで iPad でプレゼンできます。
・モバイルプレゼン/e ラーニングに最適

（HGViewLT パブリッシャーが必要）

■企業内で安心して使える高セキュリティ
・ログインパスワードが設定できます。
(起動時に iPad ごとに異なるパスワードが必要）

フォルダサムネイル

ページサムネイル

・ファイルの有効期限設定ができます。
(有効期限切れファイルは削除され、機密文書などに安心して利用可)
・画面キャプチャー抑止ができます。

フォルダー内のたくさんの文書、図面も先頭ページのサムネイルですぐに
探し出し選択することができます。

(閲覧者名、閲覧日が強制表示、スクロールしても表示される）
・PDF パスワードも有効的に使えます。

また、最大 100 ページまで、ファイルをオープン後の全ページサムネイル
から、目的のページに簡単に移動できます。

※管理者による、パスワードセキュリティの一括設定・管理できます。
●企業での HGView（iPad）活用のメリット●
・紙の配布などにかかわる印刷・保管・廃棄・回収コスト削減ができる
・自席、会議室、出張先 どこでも使える、全員で使える
・普段の商談で相手が一人でも短い時間でモバイルプレゼンができる
・文書や図面、動画をいつも持参でき、モバイル文書・図面閲覧を実現
・高セキュリティで安心して携帯できる
ログインパスワード

有効期限設定

画面キャプチャー抑止

機能

動作環境＆価格

■ネットワークなし（オフライン）で使える

■動作環境

・通信料金不要で、維持コストを安価にできます。

iPad 環境
Wi-Fi 16GB 以上、ディスク空容量 8GB 以上、 iOS4.3 以上に対応

・WiFi/3G も入らないところでも使えます。
・完全にオフライン環境で使えます。

PC 環境
CPU:Intel x86/x64 (Pentium 以降、またはその互換 CPU) 2GHz 以上
RAM:1GB 以上 HDD:20GB 以上（30GB 以上推奨）

■大型図面レイヤー表示/3D 表示
CAD ソフトと同様
レイヤー切替可

3D モデルが 360°回転
3DXML/STL データから
簡単に作れる

Microsoft® Windows Vista® Business(32bit・日本語版)
Microsoft® Windows 7®Professional (32bit/64bit・日本語版)
Microsoft Office2010 が必要です。

（HGP VRO パブリッシャーが必要）

■高忠実度表示
Word/Excel/PowerPoint な ど は 内 部 的 に PDF 変 換 エ ン ジ ン で 、
AES128bit PDF に変換されるので、文字化け、ずれなどがなく文書を高
忠実に再現できます。（iPad 市販ソフトの多くは内蔵の Safari 変換エ
ンジンで変換されるので元ファイル修正しないと正しく表示できなか
ったり、最新版の Word/Excel/PowerPoint フォーマットに対応できな
い場合がありました）

■HGView の主な機能

対応ファイルフォーマット
AutoCAD（R2.5～2011 / LT95～LT2011）DWG･DXF 形式
JW_CAD（DOS～Win Ver.7 まで）JWW・JWC 形式
Microsoft® Word 2003/2007/2010
Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
Microsoft® PowerPoint® 2003/2007/2010
PDF
動画（m4v、mp4、mov）
画像（jpg、jpeg、tif、tiff）

■価格
＜HG View 開発支援キット＞
・エンタープライズ版
1,500,000 円(税別)
エンタープライズライセンスでの iPad100 ユーザまでの利用権
暗号化/変換サーバソフト 1 システム（HGView Tool）
3 ヵ月のメール、電話サポート（翌日）、OS マイナーバージョンアップ対応
コードワード発行します。

・ログインパスワードによる認証機能
・エンタープライズ/ECM 版
3,500,000 円(税別)
エンタープライズライセンスでの iPad100 ユーザまでの利用権
Microsoft SharePoint 上ですべてのコンテンツ管理/配布、ユーザ/
デバイス管理を行えます。
※Amazon EC2 などの IaaS クラウド上でご利用いただけます。
※Microsoft SharePoint の動作環境はお問い合わせください。

・データベースファイル内のフォルダ/ファイルの一覧表示
・PDF 表示機能
・PDF 標準のパスワード機能を使った DRM 暗号化
・ウォーターマークによる画面キャプチャー抑止
・CAD データのレイヤー切り替え（HGViewPro のみ）
・複数データベースファイルの対応

・追加ライセンス

・スワイプによるページ切替

15,000 円/ユーザ（税別）

・動画の表示
・最近表示したファイル一覧の表示
・お気に入りの追加、一覧表示 ※お気に入りはファイルを指定するもの
・ブックマークの追加、一覧表示 ※ブックマークはページを指定するもの
・シナリオの追加、一覧表示 ※複数のお気に入りをグループ化したもの
・プロジェクター出力
・フォルダやファイルの検索

詳細は、営業までお問合せ下さい。
※HGView は、PC での暗号化とデータベース化を実施するために、
HGViewTool で作成します。作成したデータベースファイルを iPad に
転送することで、HGView で各種文書の閲覧が可能になります。
HGViewTool は、セットになっております。
・動画デモなどはこちらの URL で、 http://www.hypergear.com/ipad/hgviewpro.html

・パスワードの変更（自動生成時の有効期限が引き継がれる）
・FTP によるデータベースファイルのダウンロード
・Excel アドインによる GUI アプリケーションで操作性が向上
・ユーザーごとにデータベースファイルの閲覧権限設定が可能

・Microsoft、Windows Server、Windows XP、Windows Vista 、Windows 7、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
・Adobe、Acrobat および Distiller は、Adobe Systems Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
・Apple、Apple のロゴ、iTunes、Macintosh は米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。
・iPad は Apple Inc.の商標です。
・その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

開発・販売元
株式会社 ハイパーギア

お問い合わせは当社へ

〒162-0846
東京都新宿区市谷左内町 21 番地 市谷山上ビル 3F
TEL 03-5225-7531
FAX 03-5225-6512
記載事項は予告なく変更になる場合があります。ご発注の際はご確認ください。
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