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ネットワーク機器の開発、販売およびネットワークシステムの構築、運用保守を行う株式会社ネット
スプリング（本社：東京都港区、代表取締役：西武 進）は、各種認証サービスのプラットフォームと
して動 作す る LDAP ベースの 認証アプライ アンスサ ーバ「AXIOLE（アク シオレ）」の最新版
（Version1.2）を、9 月 28 日より出荷開始します。
AXIOLE は、ネットワーク認証に特化した製品で、導
入・運用管理の容易性と外部連携の柔軟性に優れている
のが特徴。認証サーバに必要なスキーマをあらかじめ構
築しているため、ディレクトリ設計など煩雑な作業を必
要とせず手軽に導入可能です。ネットワーク認証に必要

認証アプライアンスサーバ「AXIOLE」

な機能だけを取りそろえ、使いやすくアプライアンス化しているため、統合認証システムの構築・運用・
保守において余計なコストが発生せず、TCO の削減に寄与します。AXIOLE は、LDAP/RADIUS 認証
をサポートしており、ネットワーク上のさまざまな機器やサービスからの認証要求に応えることが可能。
さらに複数の LDAP サーバや Active Directory との連携ができるため、AXIOLE に仮想的に ID 管理を
集約することができます。
今回出荷を開始する AXIOLE の最新版は、大企業をターゲットとした機能強化を施しました。Active
Directory とのシームレスな連携が可能となり、AXIOLE 上のユーザデータを Active Directory に即時
反映できるようにしました。また、冗長化構成にも対応した他、MAC アドレス認証のサポートなど認
証機能も向上させ、大企業の厳密なセキュリティ要件にも応えられる製品としてバージョンアップしま
した。さらに、複数管理者によるシステムの運用管理の分担も可能になりました。
今回の最新版の投入により、これまで主眼としてきた SMB 市場に加え、大企業への販売を積極化し
ていきます。
アカウント数により 5 つのモデルをラインアップしており、価格は 1000 アカウントのモデルで 99
万円（税別）。
【最新版の主な新機能】
・ Active Directory とシームレスに連携
AXIOLE 上のユーザデータを Active Directory に即時反映可能。アカウントの操作管理を
AXIOLE で一元管理でき、Active Directory の運用コストを下げることができます。
・ 冗長構成のサポート


2 台の AXIOLE を用いた冗長構成に対応（シングルマスター方式）。1 台にトラブルが発生し
ても、もう 1 台で運用を継続可能。
・ 複数管理者による運用の分担
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従来のシステムアカウント権限に加え、「管理者ユーザ」というユーザアカウントのみの管理
操作ができるアカウント権限を導入。システム運用管理とユーザアカウント管理を分担するこ
とが可能。
・ MAC アドレス認証への対応


ユーザ名、パスワードに加えて MAC アドレスでの認証もサポート。ブラックリスト方式とホ
ワイトリスト方式両方に対応。さらにユーザ情報に紐付けることも可能。
・ パスワード強度のチェック機能


 脆弱なパスワードの登録を防止（事前に定めた基準を満たしているかを登録時にチェック）
 任意の期間以上パスワードを更新していないユーザを抽出し、変更を促すメールを送信
・ ログ機能の拡充


ユーザのパスワードをだれが・いつ変更したかなど、操作ログの採取が可能。ログの保管期間
は最大 90 世代（≒日）まで。

■AXIOLE の特長
1.導入・運用管理が容易
認証サーバに必要なスキーマをあらかじめ構築しているため、ディレクトリの設定等の煩雑な作業
をしなくても、最小限の設定のみで運用を開始できます。すべての設定・管理は Web ブラウザから
行うことができ、特別なソフトウェアをインストールする必要がありません。パスワードの変更や、
パスワードを忘れてしまった際の再発行も、管理者の手を煩わせることなく、ユーザ自身が直接 Web
UI 画面から行うことができます。テキストファイルからのインポートに対応し、アカウントデータ
の一括登録が可能。
2.外部 LDAP サーバや Active Directory と連携可能
複数の既存 LDAP サーバや Active Directory と容易に連携し、ユーザ情報をこれらの外部サーバに
問い合わせることができ、アカウントを集約して認証サービスを提供することができます。アイデン
ティティ情報のみを連携させて、セキュリティポリシーはサービス毎に独自に設定することが可能。
ネットワーク管理者の手を離れた既存の業務系 LDAP サーバに手を加えることなく、新たな認証環境
を構築できます。
3.複合認証による高セキュリティを実現
ユーザごと「人」に、利用できる「時間」(日付・曜日、時間帯）および「場所」(IP アドレス）の
属性を追加した複合的な認証が可能。より厳密な認証条件を加えることにより、不正アクセスの防止
を強化できます。

■Security Solution 2007
2007 に出展
10 月 24 日～26 日に東京ビッグサイトで開催される「Security Solution 2007」に、AXIOLE をは
じめとするネットスプリングの製品群を出展します。（ブース#2094）。
【株式会社ネットスプリング

会社概要】

本社所在地：東京都港区三田 3-12-16 山光ビル 2F
TEL：03-5440-7337 FAX：03-5440-7338
代表者
：代表取締役 西武 進（にしたけ すすむ）
設立
：2000 年 3 月
資本金
：7475 万円
社員数
：25 名（2007 年 3 月現在）
事業内容 ：コンピューターネットワークに関するコンサルティング
ネットワーク関連製品の企画・開発・販売
ネットワーク関連の提案・構築・運用・サポート
URL
：http://www.netspring.co.jp/ http://www.axiole.jp/
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一般読者からのお問い合わせ先：
株式会社ネットスプリング http://www.axiole.jp/
TEL：03-5440-7337 E-mail：nssc@netspring.co.jp
本件に関する報道関係のお問い合わせ先：
株式会社ネットスプリング

広報代理（株）アルサープ 担当：佐野、河端

TEL：03-5297-8808 FAX：03-5297-8807 E-mail：netspring@alsarpp.co.jp
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■製品仕様
製品仕様
型番

AXS100-01

認証プロトコル
アカウント数

AXS100-02

AXS100-04

AXS100-07

AXS100-10

LDAP v2(+SSL)、LDAP v3(+SSL)、RADIUS 認証プロトコル(PAP、CHAP)
1000

2000

4000

7000

10000

認証機能
グループ数

200

ルール数

1000

設定・管理方法

WebUI

ログ

syslog/WebUI での閲覧および WebUI からのダウンロード

ディスク

HDD×2 RAID-1（ホットスワップ対応）

設定・管理

イーサネット
10/100/1000Base-T 4 ポート（内 2 ポートはメンテナンス用）
インタフェース
シリアルインタフェース

1 ポート Dsub9 ピン

外形寸法

437(W)×43(H)×503(D)㎜ 突起部分含まず

重量

14.1 ㎏

電源

AC100～240 300W 50/60Ｈｚ

動作環境

温度：10～35℃ 湿度：8～90％（結露しないこと）

本体仕様

■多数のユーザ情報やポリシー情報から効率的に検索できる検索機能
■WebUI によるユーザパスワードの変更機能と再発行機能
■Active Directory および外部 LDAP サーバとの認証連係機能
主な付加機能
■テキストファイルのインポート／エクスポートによるアカウントなどの一括管理機能
■MAC アドレスによる認証制限機能
■AXIOLE 2 台による冗長化が可能
製品価格（各税別）

99 万円

105 万 6,000 円

118 万円

ライセンス更新費（各税別）

24 万 6,000 円

31 万 2,000 円

44 万 4,000 円

※製品価格には、1 年目のライセンス費用、基本保守費用が含まれています。
※2 年目以降、継続使用する場合は、ライセンス更新費用がかかります。

■AXIOLE を用いたネットワーク構成
いたネットワーク構成例
構成例
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138 万円
59 万 2,000 円

158 万円
74 万円

