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shareEDGEでは企業ユーザ向け製品のための
各種ソリューションとなる製品を
ボリューム ライセンス/サイト ライセンスと共に提供しています。

shareEDGE ソリューション

nextEDGE Technologyでは、個性的で優秀なビジネス用途に適合した優れた製品をボリュー
ム ライセンス販売にて提供しています。

•企業、官公庁/教育機関への導入

•OEM再配布

セキュリティ関連
セキュリティ関連

IT管理者ツール
IT管理者ツール •脆弱性の監査

•アクセス ログ解析

•脆弱性への対応
•データ保護
•情報盗難への対応
•スパムメール対策
•スパイウェア対策

•ハードウェア管理
•ネットワーク管理
•データ管理
•セキュリティ管理
•サーバ管理
•バックアップ管理
•データベース

•デスクトップツール
•バックアップ
•日記/メモ/付箋/予定

•カタログ化
•プレゼンテーション
•バックアップ管理

•スクリーンセーバ
•フォトアルバム
•マルチメディア
•占い

•Pocket PC

企業向け企業向け

個人向け個人向け

アドバンスド ユーザアドバンスド ユーザ

一般ユーザ一般ユーザ

•各種ライブラリ
•ローカリゼーション
•ゲーム開発

shareEDGE製品体系shareEDGE製品体系

PIM/ユーティリティ
PIM/ユーティリティ

リラクゼーション
リラクゼーション

開発ツール/ライブラリ
開発ツール/ライブラリ

マルチメディア
マルチメディア

オフィスツール
オフィスツール

•バックアップ
•暗号化ツール
•プレゼンテーション

PDA製品
PDA製品

•CD/DVD
•MP3 プレイヤ/レコーダ
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オフィスツール
オフィスツール

shareEDGEには、特に企業向け、およびアドバンスド ユーザ向けの個性的な製品が紹介さ
れています。

shareEDGEの世界中の個性的で優秀なタイトルを紹介

評価してから購入が可能

企業向け企業向け

IT管理者ツール
IT管理者ツール

開発ツール/ライブラリ
開発ツール/ライブラリ

個人向け個人向け

マルチメディア
マルチメディア

PIM/ユーティリティ
PIM/ユーティリティ

リラクゼーション
リラクゼーション

脆弱性の監査
脆弱性の監査

脆弱性への対応
脆弱性への対応

アクセス ログ解析
アクセス ログ解析

スパムメールへの対応
スパムメールへの対応

スパイウェア対策
スパイウェア対策

セキュリティ関連製品
セキュリティ関連製品

データ保護
データ保護

ウィスル対策

PDA製品
PDA製品
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shareEDGEのタイトルは

すべて日本語環境での検証済み、ウィルス、スパイウェア排除済み

評価してから購入が可能
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セキュリティ関連製品
セキュリティ関連製品

shareEDGEには、多くの個性的で強力なセキュリティ関連製品が紹介されています。

ネットワーク監視ツールによる脆弱性の検査と評価

脆弱性の監査
脆弱性の監査

ネットワーク監視ツールを使って、セキュリティの脆弱性を監査する例として、
ユーザID、パスワードの弱点の監査があります。FTP, Telnet, POP, SMTPな

どパスワード設定を監査し、セキュリティ確認する作業は重要です。またネット
ワーク上のデータを監査することで、データ交換がネットワーク上で安全に行
われているかなどを評価することも必要です。
Nsasoft社のnsauditorはポートの監視、FTP,Telnet, POP,SMTPなどの

パスワード設定の弱点を評価することができます。アクティブなポートを
監視することでトロージャンセッションを検出します。
Etherscan社のEtherscan Analyzerはネットワーク上のパケットを監視する

ことができます。
Etherscan社のPassword Snifferは、ネットワーク上を流れるパケットから

パスワード交換パケットを見つけ出します。セキュアなパスワード交換が
行われているかどうかを評価することができます。

アクセス ログ解析
アクセス ログ解析

Webサーバ アクセスログの解析による検査と評価

ZY Computing社の123Loganalyzerは、安価でありながらパワフルなアクセス

ログ解析ツールです。
最も特徴的なのは、アーカイブしたログを展開することなくそのまま解析ソース
として利用できる点です。

脆弱性への対応
脆弱性への対応

パスワード管理

企業や個人のデータを不正なアクセスや情報漏えいから保護するためにパス
ワードを定期的に定められたポリシーに従って変更することは非常に重要なこ
とです。しかし、毎月、複数個のパスワードを、しかも過去数十回に渡り使って
いないものを考え、記憶することは実際不可能です。
企業や、個人でパスワードを管理するには、B&M Konsultatsioonid Inc社の
TK8 Safeを導入するのが最も効果的です。

データ保護
データ保護

暗号化

暗号化するファイルやフォルダを実行形式にすることで、データの交換相手に
複合化のための同様なツールを準備することなく、データ交換が可能になりま
す。グループなど複数の間でデータ交換や、CDなどに保管する際に最適です。
Ashampoo社のPrivacy Protector Plusを使えば簡単にファイルやフォルダを暗
号化することができます。
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データ盗難への対応
データ盗難への対応

機密情報の隠蔽

需要なファイルやデータを盗難から守る最も最適な方法は、その存在を隠蔽
することです。
EverStrike社のUniversal Shieldは、大切なファイルや情報をユーザだけでな
くオペレーティング システムからも安全に隠すことができます。

また、信頼するアプリケーションを設定することで、ユーザやシステムから見え
ないまま、指定したアプリケーションからは利用できます。
例えば、データベースを利用したアプリケーションの場合、アプリケーションか
らのデータベースへのアクセスはパスワードなどの設定により保護できますが、
データベース ファイルそのものを盗難から回避することはできません。
Universal Shieldを使えば、こうした脆弱性に対応することができます。

また、ノートブックなどで日常顧客のための機密情報を持ち回る場合には、
Universal Shieldで情報を隠蔽することで、万が一コンピュタが盗難に遭っても

貴重なデータの存在すら知られることはなく、情報投影のリスクが軽減されま
す。

スパムメールへの対応
スパムメールへの対応

スパムメール、フィッシング メールへの対応

もはやスパムメールは、個人、企業を問わず対応は回避できない状況にあり
ます。
企業やグループでは、独自のDNSBLサーバを設置することでより効果的な対

応が可能になります。
フィッシイングや、ウィルス メールをクライアント マシンに読み込まれる前に削
除することができます。 Chrysanth社のMail Managerは、シンプルでパワフル

なスパム対応のためのソフトウェアです。

スパイウェア対策
スパイウェア対策

スパイウェアの脅威

スパイウェアの脅威は、大きく2つに分類されます。
1つは、セキュリティへの脅威です。キーロガーと呼ばれるスパイウェアでは、

キー操作やコンピュター操作を記録し、バックドア接続やメールを利用して盗
み出すことができます。
もう１つは、パフォーマンスの低下を引き起こすアドウェアと呼ばれるスパウェ
アです。
アドウェアの1つ１つは小さなものですが、実際には数十ものアドウェアがユー
ザの知らないうちにインストールされ実行されることでシステム リソースが消費

されたままになります。また不完全なアドウェアは、システム障害を引き起こし
ます。
特に悪質なものは、アンチウィルス ソフトウェアにより検出、除去が可能です
が、スパイウェアは、ウィルスとは違うため、アンチウィルス ソフトウェアでは対

応できません。
nextEDGEでは、Xblock System LLC社のX-Cleanerを個人および企業レベ
ルへのアンチスパイウェア ソリューションとして提供しています。
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海外のベンダーに
日本市場への拠点として

システムshareEDGEを提供

海外のベンダーに
日本市場への拠点として

システムshareEDGEを提供

日本国内ダウンロード
パートナーにコンテンツを提供

日本国内ダウンロード
パートナーにコンテンツを提供

ダウンロード アフィリエイト
ダウンロード アフィリエイト 個人ユーザ

海外のベンダ-

海外のベンダ-
海外のベンダ-

nextEDGE TechnologynextEDGE Technology

SOHO/ビジネス

ユーザ

企業ユーザ

•海外ベンダーにグローバリゼーションを提供
ローカリゼーション
•日本語環境でのシステム動作検証
•2nd レベルサポートの提供

•海外ベンダーにグローバリゼーションを提供
ローカリゼーション
•日本語環境でのシステム動作検証
•2nd レベルサポートの提供

shareEDGE

TBYB方式によるソフトウェア販売
TBYB方式によるソフトウェア販売

個人ユーザ

L10n サービス/評価サービス

ダウンロード
パートナー

販売エージェント
販売エージェント2次販売代理店

2次販売代理店

OEMOEM

* 10ライセンス 以上は販売代理店経

由の扱い

ダウンロード アフィリエイト
ダウンロード アフィリエイト

ダウンロード アフィリエイト
ダウンロード アフィリエイト

2次販売代理店
2次販売代理店

販売エージェント
販売エージェント

1次販売代理店1次販売代理店

タイトルの配信

製品の販売

国内のベンダ-

nextEDGE  - shareEDGEビジネス モデル
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