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アルプス システム インテグレーション株式会社

ALSI 学校現場の IT 資産の一元管理を実現する
統合マネジメントシステム「InterMANAGER」をバージョンアップ
- 教育委員会、教育センターにおける集中管理により IT 機器の効率的な導入を支援 アルプス システム インテグレーション株式会社(本社：東京都大田区、代表取締役社長：大喜多 晃、以下 ALSI
〔アルシー〕
）は、校内ネットワークの管理、メンテナンス、校内の IT 資産の管理を統合的に行うことができる統
合マネジメントシステム「InterMANAGER(インターマネージャー)」をバージョンアップし、2006 年 7 月 18 日より
発売開始いたします。
■製 品 名：統合マネジメントシステム「InterMANAGER(インターマネージャー) Ver.2.0」
■価
格：サーバライセンス：997,500 円(管理用パソコン同時接続 3 台まで）
管理用パソコン追加ライセンス：210,000 円(4 台目以降の管理用パソコン 1 台につき）
■対
象：小学校～大学、教育委員会、教育センター
■販売目標：初年度 300 サーバ / 約 1 億 5 千万円
■バージョンアップの背景
最近、学校現場における IT 機器の整備が急速に進み、ハードウェアやソフトウェアなど多種の IT 資産が導入されてお
ります。しかし、これらの IT 機器の管理やメンテナンスなどは、各学校に任されているのが現状であり、専任の管理者が
いない状況では、IT 機器の管理負担が増え続けているのが実態です。
管理が十分に行われていない場合、例えば、校内に導入されているハードウェアやソフトウェアのバージョン状況やセ
キュリティパッチのアップデート状況、稼働率などの把握が困難であり、結果として学校間格差を広げる要因にもなります。
今後、導入された IT 機器を利活用していくには、各学校に導入されている IT 機器の状況を把握し、適切なメンテナンス、
リプレイスなどの対応をとるための管理体制が必要不可欠となっています。
このような市場背景より、ALSI は統合マネジメントシステム「InterMANAGER」をバージョンアップし、2006 年
7 月 18 日より発売開始いたします。今回のバージョンアップにより、従来各学校で管理・運用されていた IT 資
産を、教育委員会や教育センターから一元管理することが可能となります。各学校に導入される IT 機器の稼働率
や活用状況をデータ化し、把握することができるため、IT 機器の効果的な導入や適切な予算の執行に役立てるこ
とができます。
■主な機能強化のポイント
（１）教育委員会、教育センターで「IT 資産」の集中管理が可能
教育委員会や教育センターに設置されているセンターサーバで、各
学校のサーバに蓄積されている IT 資産台帳を集約して一元管理す
ることができます。各学校に導入されているハードウェアやソフト
ウェアの一覧、セキュリティパッチのアップデート状況や利用状況
などを把握することが可能です。

（２）Active Directory®アカウント管理機能を追加
CSV ファイルを利用して、Active Directory®へのアカウントの一括
登録が可能です。ログオンするだけで、サーバ上にある自分専用の
フォルダを校内のどこからでも開くことができるなど、ネットワー
クの利点を最大限に活用することができます。

（３）複数教室での同時利用に対応
電源管理やメンテナンスに利用する各種ユーティリティ機能などを複数教室で同時に利用することが可能
です。特に高校・大学など、複数の教室で同時に授業やメンテナンスを行う際に、大幅に作業効率を向上
いたします。
■動作環境
［サーバ］
CPU：Pentium4 以上 2.0GHz 以上（3.0GHz 以上、推奨）¶
メモリ：512MB 以上
OS：Windows 2000 Server SP4、Windows Server 2003 Standard Edition SP1
その他：MSDE2000 SP3 以上、 .NET Framework1.1 以上
［管理用パソコン］
CPU：Celeron 1.8GMHz 以上（Pentium4 3.0GHz 以上推奨）¶
メモリ：256MB 以上 （512MB 以上 推奨）
OS：Windows 2000 Professional SP4、Windows XP Professional SP2
その他：.NET Framework1.1 以上
［クライアントパソコン］
CPU：Celeron 1.8GMHz 以上（Pentium4 3.0GHz 以上推奨）¶
メモリ：256MB 以上 （512MB 以上 推奨）
OS：Windows 2000 Professional SP4、Windows XP Professional SP2
その他 MSXML 4.0 SP2 パーサ、.NET Framework1.1 以上
［センターサーバ］
CPU：Pentium4 以上 2.0GHz 以上（3.0GHz 以上、推奨）¶
メモリ：512MB 以上
OS：Windows 2000 Server SP4、Windows Server 2003 Standard Edition SP1
その他：Microsoft SQL Server 2000 SP4 / Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition SP1 /
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition SP1、IIS 5.0 / IIS6.0、.NET Framework 1.1 以上
¶
※
※
※

Hyper-Threading 対応。画面転送などは Hyper-Threading での動作に最適化しています。
SNMP 管理機能については、上記要件に関係なく SNMP 対応機器は管理対象となります。
リモート操作など、画面転送を伴う機能を使用しない場合は上記の限りではありません。詳細はお問い合わせください。
記載されている会社名及び商品名は各社の商標もしくは登録商標です。

■お知らせ■
2006 年 10 月 1 日より、ALSI の教育事業部門と、株式会社 旺文社デジタル
インスティテュート(本社：東京都大田区、代表取締役社長:川居 睦）は、事業を
統合し、社名をチエル 株式会社に変更いたします。
チエル 株式会社は、デジタル教材サービス事業、情報教育事業、語学教育事業を核に、ICT を日常的に利活用す
る先生や子どもたちの視点で、教育効果の向上や管理負担の軽減などにつながる様々な取り組みを積極的に展開い
たします。チエルが提供するソリューションやサービスを日常感覚で活用いただき、子どもたちの可能性ある未来をさら
に伸ばしていくための理想的な教育環境を創造いたします。
チエル 株式会社

プレサイト ⇒ http://www.chieru.net/pre/
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