会社名

サービス・システム名

サービス・システム概要

標準対応レベル

研究開発・事業化レベル

① Shibboleth対応SP（国際的にサービス
やコンテンツを輸出している場合）
② 学認対応SP
③ 学術認証、学術認証連携に関係する
システム・サービスやソリューション

① Shibboleth対応、学認対応を検討中
② Shibboleth対応、学認対応を開発中
③ Shibboleth対応、学認対応の実証実験
中（機能検証、ユーザビリティなど評価）
④ Shibboleth対応、学認対応を事業化
⑤ Shibboleth対応、学認対応を国際展開

1 株式会社 朝日新聞社

聞蔵

朝日新聞記事を中心とした記事検索サービス。明治の
発刊以来の紙面のキーワード検索、1984年以降発行分
現状では学認非対応SP
は順次全文検索に対応。各種調査、学習等に活用でき
る。

実証実験、実施済み。学認対応の可能性
を検討中

2 株式会社アットウェア

しぼすけ

学認にアカウントを持つ、あるいは学認mAPの特定グ
ループに限定した利用者内でのみスケジュール調整が
可能なサービス。

国内外からアクセス可能なShibboleth及
び学認標準対応SP

学認mAPへの対応を強化し、大学組織内
や機関横断の研究グループの活動を支援

Shibboleth対応（国内のみ利用可能）

④Shibboleth対応を事業化

製品紹介ＵＲＬ

http://www.asahi.com/information/db/2forl.html
https://shibosuke.net/shibosuke/
http://www.atware.co.jp/2011/10/07/shibosuke-2/
http://www.alc-education.co.jp/academic/net/index.html

3 株式会社アルク

ALC NetAcademy2

語学学習用のe-learningシステム

4 イースト株式会社

SP Shibboleth対応化
サービス

コンテンツSPのサーバをShibboleth対応化する業務を担 ③ 学術認証、学術認証連携に関係する
② Shibboleth対応、学認対応を開発中
当。出版社を中心に、数件の開発実績があり。
システム・サービスやソリューション

A-Cloud Mail

A-Cloud Mailは日本国内のデータセンターで運用される ③教育機関様の統合認証システムとA教育機関様向けのクラウド型メールサービスで、国内
Cloud Mailとのアカウント連携を実現する ①オプションサービスとして学認対応を検討 http://www.a-cloud.jp/
サービスならではの安心・安全なメール環境をご提供。 独自連携サービスをご提供

5

伊藤忠テクノソリューションズ株式
会社

http://www.est.co.jp

②現在、Shibboleth IdPとのインテグレー
暗号鍵認証、ワンタイムパスワードやリスク判定と追加
③高度な認証を要求するSPに対応可能 ション試験は完了。近日中に学認対応テス
認証を自動的に要求するリスクベース認証などの機能を
http://www.scs.co.jp/product/gaiyo/ca_arcot_wfrf.html
なIdP用認証モジュール
トを開始する予定。2012年春までにリリー
提供するShibboleth IdP用外部認証プラグイン
ス予定。
強力な鍵保護機構を持つ安全な暗号鍵認証、リスク判
CLIP IASクラウド統合認 定と追加認証を自動要求するリスクベース認証などを組 ③学認SPと連携可能なクラウド型IdP
①現在、サービスで提供するSAMLアサー
http://www.scs.co.jp/product/gaiyo/ias.html
証サービス
サービス
ションに学認対応属性の追加を検討中
み込んだIdPサービス。小規模なグループでも利用可
能。
WebFort/RiskFort for
Shibboleth （仮称）

6

ＳＣＳＫ株式会社

健診業務の運用支援だけでなく、個人の健康維持や増
進にも役立つ総合健康増進。企業や健康保険組合、団
体だけではなく、自治体の住民健診や大学の学生と教
職員、医療機関システム

今後、Shibboleth対応予定

①Shibboleth対応、学認対応を検討中

http://www.ntt-it.co.jp/goods/hsj/HELSMEK/check.html

手元PCから安全・簡単に会社PCにアクセスできる新世
MagicConnect（マジック
代リモートアクセスVPN
コネクト）
多要素認証と接続先の限定でなりすまし阻止

今後、Shibboleth対応予定

①Shibboleth対応、学認対応を検討中

http://www.magicconnect.net/

パソコンとカメラ、マイク、インターネット回線を利用し、最
今後、Shibboleth対応予定
大32拠点から参加可能なソフトウェア型TV会議システ
ム。出張費削減とコミュニケーション活性化

①Shibboleth対応、学認対応を検討中

http://www.meetingplaza.com/

健康管理システム
HELSMEK（ヘルスメッ
ク）、HMS
7 エヌ・ティ・ティ・アイティ株式会社

MeetingPlaza（ミー
ティングプラザ）

8

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサー
ｊｗ-ｓｉｇｎ onTM
ビス株式会社

9

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九
州

10 株式会社ケイ・オプティコム

POSIX準拠のLDAP認証、ネットワーク機器に対応した
RADIUS認証、簡易Windows認証としてのSamba等の認
証を統合した、認証に特化したアプライアンス製品

③シングルサインオンとして、SAML*7方
④認証アプライアンスとして、平成23年11
式のShibboleth*8を採用しており、学術認
月から販売・出荷を開始。
証フェデレーションに対応している。

http://www.nttdatacs.co.jp/news/--ontm.html

NALISは図書館の全業務を効率的にサポートする『図書
館総合システム』。
③ 学術認証、学術認証連携に関係する
図書館情報システム・学
④ Shibboleth対応、学認対応を事業化
LiveCampusシリーズは、大学学生事務の基幹システム
システム・サービスやソリューション
務システム
となる「教務システム」を中心に、入試・就職などの大学
活動全般をサポートする大学ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ。

http://www.nttdata-kyushu.co.jp

ビジネスモバイルwi-fiス 公衆無線LANを利用したインターネット接続サービス。
ポット
関西一円で10,000カ所アクセスポイントを提供。

http://www.k-opti.com/business/mobile/

②学認対応SP

①Shibboleth対応、学認対応を検討中

11 株式会社コネクティボ

12 サイボウズ株式会社

13 さくらインターネット株式会社

14 ディープソフト株式会社

15 株式会社トランスバーチャル

16 日本電気株式会社

17 株式会社ネットスプリング

本アプリケーションを軌道に乗せ次第、各
ビジネス向けの見積もり・案件売上管理サービスであり、
エンジンモジュールを業教学システムの開
クラウド型と占有型で提供。
①に対応しており、アプリケーションの認
見積Rich
発へシフトすることを検討しており、
形態により機能レベルは異なる。
証基盤としてShibboleth利用を実現。
Shibboleth連携を実現するべく大学と一緒
に要件定義を行っている
Cybozu.com(PaaS)での学認対応
（Shibboleth対応）を検討中。
庶務（ファイル管理、予定調整、掲示板、設備予約など）
③学術認証、学術認証連携に関係する Cybozu.com(PaaS)でのShibboleth対応、学
サイボウズ ガルーン
やコミュニケーション（回覧板、タスク管理など）のツール
システム・サービスやソリューション
認対応を検討中。 ※Cybozu.com上で弊
として役員－教職員で多く利用されています。
社主要製品（Garoon3.5,Office9,kintoneな
ど）がサービス提供
レンタルサーバ、クラウド等のホスティングリソースを提
VPS,クラウドホスティング
②学認対応SP
①Shibboleth対応、学認対応を検討中
供
DEEPMail/MailSuite

CMS（コンテンツ・マネー
ジメント・システム）
３G、WiFi、エリアワンセグ波を使用して、属性認証を行
電子書籍、デジタルサイ
い、個人ごとに異なったコンテンツをスマートフォン、
ネージ、POP向けコンテ
Pad、タブレット等のモバイル端末向けに配信を行う。
ンツ配信システム

学認対応SPで企画・検討

E-CatsLibraryは、Webクライアントアーキテクチャを採用
大学図書館システム Eした多言語対応総合図書館システム。標準で学認に対
CatsLibrary
応。
LDAPをベースとした認証サーバアプライアンス製品であ
AXIOLE（IdPオプション）
るAXIOLEに、IdP機能の追加が可能。AXIOLE内のLDAP
←SPではなくIdPの製品
機能をユーザDBとして連携する。

③ 学術認証、学術認証連携に関係する
④ Shibboleth対応、学認対応を事業化
システム・サービスやソリューション
③AXIOLEにIdPを追加し、AXIOLE内の
LDAP機能と連携することで、IdPの構築
や運用を容易行うことができるようにな
る。
② 学認対応SP

https://www.cybozu.com/jp/index.html
http://vps.sakura.ad.jp/

http://www.areaportal.co.jp/

http://www.nec.co.jp/educate/
http://www.nec.co.jp/SECUREMASTER/
http://www.nec.co.jp/educate/active/tosho/index.html

②AXIOLEにIdPを追加可能なオプション機
http://www.axiole.jp
能を2011年末リリース予定で開発中。
④ Shibboleth対応、学認対応を事業化

http://www.nssol.nssmc.com/solution/popup/campussquare/

④ Shibboleth対応、学認対応を事業化

http://www.nssol.nssmc.com

②Shibboleth対応、学認対応を開発中

http://jp.fujitsu.com/solutions/education/products/unifid
one/

②Shibboleth対応、学認対応を開発中

http://jp.fujitsu.com/solutions/education/products/cours
epower/

大学様向け統合業務パッケージであり、学務、学生サー
大学向け統合業務パッ
ビス、法人事務などの多彩なラインナップにより、強い大 ②学認対応SP
ケージ Campusmate-J
学、魅力ある大学作りをトータルにバックアップ。

②Shibboleth対応、学認対応を開発中

http://jp.fujitsu.com/solutions/education/campus/busine
ss/

大学図書館システム
iLiswave-J / Ufinity

図書館業務の情報化をはじめ、デジタルコンテンツへの
対応、学内他部門との連携や運用管理面まで含めた全 ②学認対応SP
学的な学術情報のトータルソリューションをご提案。

②Shibboleth対応、学認対応を開発中

http://jp.fujitsu.com/solutions/education/campus/library/

Mediasite System

Mediasite Systemを使用して収録したコ
大学等高等教育機関における授業収録配信・イーラーニ ンテンツやライブ配信サービスを利用す
ングのための映像配信ソリューションを提供。
るための認証システムとしてShibbolethに
対応。学認対応も予定

Mediasite Systemを導入いただいた大学・
企業では、必要な情報をシステムに設定す
http://www.mediasite.co.jp/
ることにより、Shibboleth SPとしてサービス
できます。

学習管理システム
NSSakura

います。
全世界の「学びの場」で培われた授業支援システム「Sakai」を ②学認対応SP
ベースに、日本の大学での保守経験を活かし、大学の教育を
総合的にサポートする教育のフィールド・教育コミュニティを
実現します。

大学内に点在するさまざまなシステムで管理されている
③学術認証、学術認証連携に関係する
利用者のID、パスワード、名前、所属、住所などを一元
ソリューション
管理し、ID管理業務の効率化・コストダウンを図れる。
大学の教育基盤となるシステム、大学の授業運営を効
大学向け授業支援シス
果的に支援し、学習から成績評価までのプロセス全体を ②学認対応SP
テム CoursePower
可視化することで、授業改善の実現を支援。
UnifIDone

20 メディアサイト株式会社

Shibboleth対応、学認対応で開発中

学認連携（IdP、各種サービスSP）を含む Shibboleth,学認に対応した大学統合IDソ
大学統合IDソリューショ 学認と連携して、学内外のICTサービスを統合し、ICT
大学統合IDソリューション
リューションの構築、運用を展開中
ン、WebSAM
サービスの利便性向上・TCO削減・セキュリティ向上を実
WebSAM SECUREMASTER SAMLオプ
SECUREMASTER
現する大学統合IDソリューションの構築、運用サービス
ションにてShibboleth対応

入試に始まり、学籍、履修、成績、判定、奨学金、就職活動

19 富士通株式会社

http://products.cybozu.co.jp/garoon/

④ 京都工芸繊維大学様やNII様の所内向
Webmailのログイン認証をShibboleth連携
けメールシステムとして弊社製品が採用、
カスタマイズを前提としたメールサーバ専用ソフトウェア。
可能とするSPとして動作するメールサー
http://www.deepsoft.co.jp/products/index.html
既に両社のWebmailログインにおいては
WebmailのインタフェイスをShibboleth対応
バ用ソフトウェア
Shibboleth対応を実施

大学向け学校事務
支援、健康管理、学費、同窓会管理等の学生生活に 関わる
システム CampusSqaure 種々のシステムを提供し、学校業務をトータルにサポートして
18 新日鉄住金ソリューションズ
株式会社

http://mitsumo-rich.jp/

