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Web 認証ゲートウェイ FEREC 対応 iPhone/iPad 版クライアントソフトウエア

iOS10 対応版『SmartSignOn for FEREC』 V1.7 発表
新バージョンの提供スケジュールについて

ネットワーク関連機器の企画・開発、販売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）とそのソフトウエア開発関連会社システム・エンジニアリング・サービス株式会社
（本社：愛媛県松山市、代表取締役：同上）は、iPhone や Android 携帯に代表されるスマートフォン系
端末用に、簡単に Wi-Fi や VPN を通してネットワークにアクセス可能とするクライアントソフトウエア
「SmartSignOn for FEREC」V1.7 を発表しました。今回は、大学高専等文教マーケットで多く導入され、
ネットワークなどへの不正アクセスを防止する Web 認証方式の LAN アクセス管理ゲートウェイ装置
「FEREC」
（フェレック；ネットスプリング社製）シリーズ向けの iPhone/iPad 対応のクライアントソフ
トウエア、「SmartSignOn for FEREC」iOS10 対応のバージョンアップ版の提供を開始します。
SmartSignOn for FEREC は、iPhone や iPad 内に事前設定されたユーザ ID およびパスワードを利用し
てワンタッチで FEREC 認証（Web 認証）を受けられるものです。入力手段が弱いスマート携帯端末にお
いてユーザ ID やパスワードの入力の煩雑さを解消し、さらに入力中の”のぞき見”を防止することが
可能になります。事前設定が完了していれば、スマートフォンが長時間スリープして認証が再度必要に
なった場合にもワンタッチで認証が可能になります。
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また、認証に成功した場合に FEREC 内で登録された認証成功時のカスタムページに自動的に Safari を
起動して表示させることが可能です。この機能を利用することによりユーザを特定のポータルサイトに
導くことも可能です。
iOS10 対応版「SmartSignOn for FEREC」V1.7 は、Apple 社の Apple store からダウンロードにて入手可
能です。本クライアントソフトウエアは無償提供されます。
http://itunes.apple.com/jp/app/smartsignon-for-ferec/id382525299?mt=8
【SmartSignOn for FEREC V1.7】
・ 機能
²

FEREC 認証向けのワンタッチによるログオン、ログオフ
l 事前のユーザ ID およびパスワード登録
² 自動 FEREC 検出
l 事前登録された FEREC の場合は、登録場所を表示
変更修正その他
・
² iOS10 に準拠
² 64bit 対応
² 通信処理方式を最新化
² 接続先登録編集機能の修正
本クライアントの稼働環境は、iOS 10 以降、かつ、対象装置は、FEREC V2 以降です。
なお、iOS9 以前の iOS で稼働する本ソフトウエアのバージョンは、引き続き V1.6 になります。Apple
store からのダウンロード時に自動的に iOS のバージョンが判別されますので、ユーザが特段バージョ
ンを意識する必要はありません。
【SmartSignOn ソフトウエアの今後の開発計画について】
ネットスプリング社は、先般、FEREC の次世代機の開発計画を下記の通り発表しました。
http://www.netspring.co.jp/download/pdf/20170201_Rel_FNX_pre-announce.pdf
これに伴い弊社も引き続き SmartSignOn for FEREC のサポートを継続し、iOS および Android のバージ
ョンアップにも追従していきます。また、次世代機の FEREC モード（仮称）においても本クライアント
ソフトウエアは継続して利用頂ける予定です。なお、機能拡張や新しい連携機能については、次世代機
に向けて開発する計画です。「SmartSignOn for 次世代機」(仮称)で同様に Apple store や Google Play
ストア経由で提供する予定です。
■LAN 認証ゲートウェイ「FEREC」について

FEREC は、ネットワーク内部からのアクセスを個別に認証・管理し、不正アクセスなどによる情報漏
えいを防止するアプライアンス機器。利用者は、Web ブラウザを起動すると強制的に表示される認証画
面でユーザ名とパスワードを入力。FEREC 単体でユーザアカウントを発行する内部認証や外部の認証サ
ーバの LDAP/RADIUS 認証を通過したそれぞれのユーザに対し、ファイルサーバ、プリンタ、インターネ
ットなど、許可されたリソースのみを利用可能にします。認証機能を搭載した LAN スイッチなどに比べ、
低コストかつ容易にネットワークのアクセス管理が可能です。また、導入も必要な箇所からの局所導入
が可能です。
FEREC シリーズは、2003 年 2 月から販売を開始し、これまでに大学、高等専門学校などをはじめとす
る学術機関を中心に、医療機関や公共機関などでも、その運用管理の容易性により、
“現場で継続的に使
える製品”として好評を得てきました。既に全国の国公立大学をはじめ私立大学、高等専門学校を含め
て 100 以上の大学・学部・センターに導入されています。また、民間企業においても会議室やソフト開
発室等における導入事例が増えてきています。
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＜提供・サポート元＞
【ネットスプリングについて】

ネットスプリングは、2000 年に広島で創立され、ネットワークシステムの提案・構築・運用サポート
を主力のサービスとして営業活動を開始。2003 年には、広島大学の学内向けネットワーク認証ソフトウ
ェアのコンセプトを基にアプライアンス化した LAN アクセス管理装置「FEREC」を開発、販売を開始しま
した。現在は、統合認証アプライアンス製品である AXIOLE も含めて全国の国公立私学大学の１３％以
上での導入実績があります。なお、2016 年 9 月で本 FEREC シリーズの販売は終了しています。
ネットスプリング社の主な製品

・AXIOLE

（LDAP 系ネットワーク認証サーバアプライアンス）
AXIOLE 製品専用サイト：http://www.axiole.jp/

・SSOcube

(SSO アプライアンス装置)
SSOcube 製品専用サイト：http://www.ssocube.jp/
・FEREC520 / FEREC720 / Center2（Web 認証ゲートウェイ製品群）販売終了済み
FEREC 製品専用サイト：http://www.ferec.jp/

＜開発元＞
【システム・エンジニアリング・サービス(SES)について】
システム・エンジニアリング・サービスは、１９８２年に愛媛県松山市で創立され、主に IBM や富士通社
製大型汎用コンピュータ向けの通信機器用ソフトウエアを開発・受託開発してきました。IBM 機と富士通機
を LAN で接続する OCSLAM は、汎用機のシェアが減ってきている現在においても金融機関や製造業での基幹系
システムで多く利用されています。また、１９９０年代後半に一時ブームとなった Palm（PDA）デバイス向け
に開発された”PaPiMail”は国内外で多く利用されました。SES 社は、今後も SmartSignOn 製品を継続開発
します。

SES 社の主な製品：
OCSLAM

IBM 汎用機上で稼働する富士通社 VTAM-G 互換通信ソフトウエア
http://www.ses.co.jp/products/OCSLAM3-i.html

BraodZT

全銀 TCPIP 準拠通信制御 LAN アダプター装置
http://www.broadzt.ses.co.jp/
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会社概要

・商号
・東京オフィス
・本社所在地
・代表者
・資本金
・設立
・事業内容
・ホームページ

：システム・エンジニアリング・サービス株式会社(英文表記：SES, Inc.)
：東京都港区三田 3－12－16 山光ビル２Ｆ
TEL：03-5440-7563 FAX：03-5440-7338
：愛媛県松山市清水町２−１５−６
TEL：089-925-6345 FAX：089-923-3709
：代表取締役 西武 進（にしたけ すすむ）
：1000 万円
：1982 年 6 月 24 日
：通信関連ソフトウエア製品の企画・開発・販売
：URL: http://www.ses.co.jp/ http://www.SmartSignOn.jp/

会社概要

・商号
・本社所在地
・代表者
・資本金
・設立
・事業内容
・ホームページ

：株式会社ネットスプリング (英文表記：NetSpring, Inc.)
：東京都港区三田 3－12－16 山光ビル２Ｆ
TEL：03-5440-7337 FAX：03-5440-7338
：代表取締役 西武 進（にしたけ すすむ）
：8075 万円
：2000 年 3 月 21 日
：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.ferec.jp/

※Copyright©2017 SES,Inc. All rights reserved.
※Copyright©2017 NetSpring,Inc. All rights reserved.
※SmartSignOn はシステム・エンジニアリング・サービス株式会社の登録商標です。
※FEREC は株式会社ネットスプリングの登録商標です。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

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

http://www.SmartSignOn.jp/

E-mail：info@SmartSignOn.jp

トラブル等のサポートは
株式会社ネットスプリング サポート部
TEL：050-5536-4841

http://www.netspring.co.jp/

E-mail：nssc@netspring.co.jp
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