Press Release

2014 年 3 月 5 日
株式会社ネットスプリング

卒業生アカウントや生涯 ID などの大量保存・蓄積・運用を容易に実現
仮想環境で利用する認証アーカイブ製品「AXIOLE-lite」 を発売
同時に AXIOLE V1.12.2 をリリース
株式会社ネットスプリング（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 最高経営責任者 西武 進、以
下：ネットスプリング）は、仮想環境において ID のアーカイバー的な利用を目的とする認証アーカイ
ブ製品「AXIOLE-lite（アクシオレ・ライト）」を開発、3 月 18 日から出荷を開始します。初年度ライ
センス料は 60 万円（税別）
。既存の AXIOLE ユーザには優遇措置を予定しています。
AXIOLE-lite は、大学など高等教育研究機関における卒業生アカウントや生涯 ID と言われるような
ID を仮想環境において大量に保存蓄積し運用することを目的とした認証情報アーカイブ製品です。当
社 LDAP ベースの認証アプライアンスサーバ「AXIOLE」の普及に伴い、卒業生等に簡単に ID が付与
でき、容易に管理運営のできる製品への要望に応えて提供を開始します。本製品は AXIOLE の派生製
品であり、AXIOLE 同様のトランザクション処理用 LDAP 製品ではありません。
本製品は AXIOLE を本学に導入しているサイトでの利用を想定していますが、単独での導入も可能
です。AXIOLE の仮想アプライアンス版「AXIOLE-i」とほぼ同等の運用を可能としつつ、処理能力や
機能を抑え、大量の ID を保存蓄積することを主目的に開発しており、5 万 ID までの保存蓄積に対応し
ます。
本 AXIOLE-lite のベースとなる AXIOLE の最新バージョン V1.12.2 も同時にリリースし、これを搭
載した AXIOLE/AXIOLE-i の製品出荷および既存顧客向けファームウエアアップデートの無料ダウン
ロードは 3 月 5 日から開始します。
＜背景＞ 少子高齢化に伴い大学高専等の教育機関の現場では入学者の減少に対応して、社会人教育
にも力点がおかれています。卒業生に対しても再教育の場を提供するなど、卒業後コミュニティを継続
するための様々な施策が実施されています。卒業生アカウントや生涯 ID を発行する場合、大学本学か
ら同窓会等に運営主体が移行しますが、同窓会等は組織が少人数の上、多くは IT 運営の技術的な支援
を受けられない状況になっています。本製品により、運営者は本学環境と同等なユーザインタフェース
を保ったまま、大量の ID を移管し、継続的に ID を利用し運営していくことが可能になります。ネット
スプリングは今後も AXIOLE の機能を活用したより便利な機能等を追加していきます。

＜AXIOLE-lite の利用形態図＞

■ AXIOLE-lite（アクシオレ・ライト）の特長と機能
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保存可能ユーザ数 5 万
AXIOLE-i（仮想版）と同等の運用機能
GoogleApps 連携オプションや Shibboleth IdP 連携機能も提供予定
仮想環境版のみ提供（VMware vSphere）
移管用各種ユーティリティ（マッピングテーブル・属性テーブル等）を提供予定
機能および性能制限
 並行処理能力（同時認証数）制限
 1 日当たり認証数制限
 外部認証サーバ連携機能制限（LDAP/AD 連携、RADIUS プロキシー等）
（事前に制限付きであることにご同意頂きます。詳細はお問い合わせ下さい）

●AXIOLE-lite の料金
○

○
○

型番：AXSiE1L
 初年度ライセンス料 60 万円（税別)
 次年度以降年間 12 万円（ライセンス更新料）
（税別)
既存 AXIOLE ユーザには特別割引を適用予定
その他詳細は営業担当者にお問い合わせ下さい

■ AXIOLE Version1.12.2 の追加変更修正機能
○
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IdP メタデータの更新情報等を取得可能としました
IdP サービスの手動再起動機能を追加
その他の機能改善および修正
本バージョンアップは、AXIOLE-i また IdP 専用モデルにも適用されます

【AXIOLE について】
・AXIOLE アプライアンス版は LDAP ベースの認証基盤を 1U サイズサーバで提供
・スキーマ属性等 DB 設計が不要
・日本語 WebUI ベースの管理システムおよびエンドユーザ向け機能（日英）を提供
・RADIUS プロトコルにも対応（eduroam も対応済み）
・Active Directory（AD）と ID 同期が可能
・AXIOLE アプライアンス版は 2 台による冗長構成が可能
・ 「LDAP スキーマオプション」
汎用的な LDAP 機能を提供（有償ただし仮想版・ライト版は無償バンドル）
・ 「クラウド連携機能 (Google Apps 連携オプション）
」
 AXIOLE と Google Apps 間の ID 同期機能を組込提供（有償）
・ 「Shibboleth IdP オプション」
 AXIOLE と Shibboleth の IdP 連携機能を組込提供（有償）
 プライバシー保護のための uApprove も実装済
・ AXIOLE-i（AXIOLE の仮想アプライアンス製品）


IdP 専用仮想アプライアンスモデルもラインアップ

販売価格：AXIOLE エントリー版 500 ユーザモデル 850,000 円より（税別・メーカー希望価格）


本体および初年度のライセンス費用ならびに保守費用を含む

AXIOLE 製品ホームページ http://www.axiole.jp/
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【ネットスプリングの他製品】
・FEREC520 / FEREC720 / Center2（Web 認証ゲートウェイ製品群）
FEREC 製品専用サイト：http://www.ferec.jp/
・SmartSignOn for FEREC（スマートサインオン）iPhone/iPad 版及び Android 版アプリ
SSO4F 専用サイト：http://www.SmartSignOn.jp
・SSOcube （汎用型シングルサインオンアプライアンス）
SSOcube 製品専用サイト：http://www.ssocube.jp/

【株式会社ネットスプリング 会社概要】
・本社所在地：東京都港区三田三丁目 12 番 16 号 山光ビル 2F
・代 表 者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 西武 進（にしたけ すすむ）
・設
立：2000 年 3 月
・資 本 金：8,075 万円
・事 業 内 容：ネットワーク関連製品の企画・開発・販売
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
・U R L：http://www.netspring.co.jp/

※記載された会社名および製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。

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 マーケティング部
TEL：03-5440-7337 E-mail：info@netspring.co.jp
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事務局 アルサープ内 担当：河端、川口
TEL：03-5297-8808 E-mail：netspring-pr@alsarpp.co.jp
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