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境界防衛ソリューション

OPDS-100は、エントリーレベルのオールインワン1U
ラックマウント対応のサイバーセキュリティソリュー
ションです。工場周辺を防御するサイバー境界を作り
出せるように設計されています。要求事項が多い産業
制御用途に配慮して設計されたOPDS-100は、業務上
の重要データ(センサー情報、データポイント、デー
タベースヒストリアン、システムログメッセージ、警
報など)を生成する様々なアプリケーションのソフト
ウェアインターフェース(コネクタ)をサポートしてい
ます。このデータは安全に業務用ネットワークに転送
され、遠隔監視、生産計画などをはじめとする管理業
務で使用されます。
ライセンス適用帯域幅層をご用意しているため、お客
様は必要な帯域幅のみを購入し、いつでも次の層まで
帯域幅を広げることができます。

妥協のないエントリーレベル
OPDS-100は、OWLのエントリーレ
ベル 1Uラックマウントサイバーセ
キュリティ製品です。エントリーレ
ベルの低価格を実現しながら、機
能、性能、拡張性に妥協はありませ
ん。複数のデータフローとプロトコ
ルに同時に対応できるように設計さ
れ、拡張可能な帯域幅ライセンス
キーが用意されています。簡単に展
開できる単独のデバイスでこれほど
の多機能を提供する製品は、他に見
当たりません。「ソフトウェアイン
ターフェース」のセクションで、当
社がサポートする様々なプロトコル
とベンダーのリストをご覧ください。

豊富な構築オプション
シングル転送のニーズをお持ち
のお客様に人気のOPDS-100
は、転送インターフェースのラ
インナップを豊富にご用意して
います。安全に送りたいデータ
タイプをお客様にお選びいただ
いたら、OWLがすぐに構築でき
る状態でソリューションをお届
けします。もし新たなニーズが
生じた場合は、それに対応でき
るシステムを簡単に構成できま
す。ダイヤルアップ接続が必要
な施設には、V.92モデムを内蔵
した構成のOPDS-100をお届け
します。

柔軟性のある段階的なスループット
OPDS-100は、最大104Mbpsをサポートしていますが、お客様のニーズに合わせた多様なスループットを段階的にご用意していま
す。お客様には10Mbps、26Mbps、52Mbps、104Mbpsの中から初期構成をお選びいただけます。お客様の帯域幅要件が増大した
場合は、ニーズに合わせて簡単に新しいライセンスにアップグレードできます。

エントリーレベル。拡張可能。1U単体。容易な実装。
多数の商業インフラおよび重要インフラ市場 (石油・ガス、公益事業、発電、金融サービスなど) のサイバーセキュリティニーズに
応える OWL 周辺防御ソリューション (OPDS) 製品シリーズは、様々な標準ベースおよびベンダー固有のインターフェースに対応し
ています。製油所、変電所、工場、ポンプ場、製造施設などの産業制御システムの保護を目的として設計された OPDS-100 は、工場
内のデジタル資産をサイバー攻撃から守り、工場外部のエンドユーザーへの運用データ転送を一方向のみに限定しています。

使用実例：安全な遠隔監視
常時稼働する発電所では、年中無休24時間体制での
監視を必要としていますが、多くの場合に最も便利
でコストパフォーマンスが高い方法は遠隔監視で
す。OWLでは、多くのお客様が工場の遠隔監視に 
OPDS-100を利用されています。ネットワークセ
キュリティ境界に設置するOPDS-100は、工場に対
するサイバーセキュリティ攻撃を防ぎます。同時に
ファイル、システムログメッセージ、ヒストリアン
レプリケーション、SNMPトラップ、通知メールな
どの監視情報がOPDS-100 データダイオードを経由
して転送されます。当社はこの方法を「リモートア
クセスのいらない遠隔監視」と呼んでいます。工場
は安全な状態ですが、エンドユーザーはシステムの
パフォーマンス、生産指標、健全性および安全警
告、設備メンテナンスレベル、および他のデータポ
イントに関する情報を監視しています。
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ソフトウェアインターフェース
OPDS-100 は、他の OPDS 全製品と同様に幅広いデータフォーマットとトランスポート層プロトコルに対応しています：
電子メール (SMTP)、FTP/SFTP、Modbus、OPC 協議会 (DA、A&E)、遠隔ファイル転送 (警報、イベント)、遠隔 HMI 画面レプリケーション、SQL データベース
レプリケーション、SNMP トラップ、システムログ、TCP 転送、UDP 転送 (マルチキャスト、ユニキャスト、ブロードキャスト)。
さらに以下のような様々なベンダーが提供する産業制御ソリューションにも対応しています：
GE Proficy Historian、GE OSM Support、OSIsoft PI historian、PAS Alarm Management、Rockwell Automation ‒ RSLinx Classic、FactoryTalk Gateway 
FactoryTalk Historian、Rolls Royce PMS、Schneider Electric ‒ RemoteWatch、Wonderware eDNA、Wonderware Historian、 Scientech R*Time

技術仕様
動作条件：

衝撃：
• 衝撃：(IEC 60255-21-2)
• 衝撃 30g 11ms (稼働時および非稼働時)

認可：
• FCCクラスB準拠
CEマーク
CB証明書：72130592
UL 60950-1：2007 R12.11
CAN / CSA-C22.2 No.60950-1-07 + A1：2011

• 国際コモンクライテリア認定 - EAL認定

シャーシ寸法：
• W 41.91 cm x H 4.5 cm x D 33 cm 

ユニット重量：  •3.6kg

平均故障間隔 (MTBF)：
•14 年以上

ローカル管理：
• モニターには VGA コネクタを使用 
• キーボードとマウスには USB コネクタを使用 

• 0℃～43.33℃

• 湿度 20%～85% (結露なし)

電源：
• 入力：100～240V ACオートレンジ、最小30W/面
(IEC コネクタが 1A でヒューズが作動)
• 出力：5A で 5V - EU および英国では希望に応じて電源ケーブ 
ルを用意（日本では PSE ケーブルを用意） 

ストレージ：
• -40℃～+70℃
• 湿度 5%～90% (結露なし)

振動：
• 振動：(IEC 60255-21-1)
• 振動 1g (10～500Hz) (稼働時)
• 振動 2g (10～500Hz) (稼働時および非稼働時)

マウントシステム：
• (1U) ラックマウント、卓上 

ネットワーク接続：
• ネットワークトラフィックと遠隔管理用のイーサネ ット接続
• 物理コネクタ：8P8C (RJ45)
• 対応速度：10 Mbps、26Mbps、52Mbpsおよび 104Mbps

OWL 日本輸入販売総代理店

OWL について
OWLは、18年以上にわたり、重要なネットワークの次世代サイバーセキュリティソリューションの実現に取り組んできました。OWL独自のデータ
ダイオードである DualDiode Technology® は 24件の技術特許を誇り、世界中の情報機関、政府機関、軍、金融サービス、公益事業、エネルギー
をはじめとする重要なインフラネットワークにおいて、2,000件を超える展開を成功させてきました。OWLのハードウェア強制技術により、安全な
ネットワークが実現し、データタイプやファイルサイズを問わず信頼性が高くロバストな転送が可能になりました。

OWLロゴ、DualDiode Technology、および Secured by Owl スタンプロゴは、Owl Cyber Defense Solutions の登録商標です。  本資料に掲載された仕様、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。     

冷却システム：
• 長寿命/低ノイズファンを使用したエンクロ ージャ側壁からの伝導冷却 

ISO：
• ISO9001:2015認証品質保証プログラムを使用した製造 

OPDS-100
背面

日本ダイレックス株式会社 ISO9001認証取得
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル4F
 TEL  03-3242-3157
Email  sales@direx.com    URL  http://www.direx.com   




