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Access Control
Plus 機能ハイラ
イト
Subversion、Git両
方に対応可能
直感的なインターフェース
と権限委譲により、セキュリ
ティポリシー管理を簡素化

コンプライアンスへの対応
手作業でのデータ収集不
要。包括的な監査、レポ
ートは、主要なコンプライ
アンス要件に対応可能

グローバルでのセ
キュリティ強化
SVN MultiSite Plus およびGit
MultiSiteと組み合わせて使
用することで、すべての拠点
にあるレポジトリに対する一
貫性のあるアクセス管理が可
能、センシティブな知的所有
財産を安全かつ安全に管理

Access Control Plus
Access Control Plusは、Subversion、Gitで管理されている貴重なソースコードへの一貫性のあ
る許可、認証、アクセス権制御、監査機能を提供します。使いやすいポイント＆クリック·インター
フェースを備えており、管理作業が簡単に行えます。 LDAPおよびActive Directoryとの統合によ
り、各ユーザーは自動的に認証サーバグループの対応するSubversionとGitのチームに割り当て
られます。セキュリティ管理者は、権限をチームリーダに委譲することができ、管理オーバーヘッ
ドを軽減することができます。

Compact logo - To be used on tall or round applications where the primary logo would have to be scaled down too much.

Social media & Digital Negative logo - Used in very rare cases and to be signed off by the Creative Director before use.

特長
Subversion、Gitの両方に対応
直感的なポイント＆クリックのユーザーインターフェイスを提供しています。管理を簡素化し、ア
クセス権限とセキュリティポリシーを容易に設定し、維持するための豊富なオプションが用意さ
れています。分散環境ではSVN MultiSite Plus およびGit MultiSiteと共に使用する事ができま
す。Access Control Plusはグローバル企業が世界に展開する開発拠点に同一機能を提供しま
す。 LDAP、Active Directoryのユーザー・グループ設定が自動同期され、管理作業を軽減しま
す。ケルベロスもサポートされています。
Non-Stop Partner logo - Used by participating big data partners.

柔軟性とガバナンス
シームレスで直感的な管理
機能は、管理者には企業レ
ベルの管理を、開発者には
自分の欲しいツールを自由
に使用する柔軟性を提供

権限委譲による
管理効率 UP
ルート管理者は、チー
ムを構成し、チームリー
ダに管理権限を委譲

コンプライアンスへの対応
Access Control Plusは、包括的な監査追跡とレポートオプションを提供しています。手作業によ
るデータ収集の負担なしに主要なコンプライアンス要件に応えます。リポジトリアクセスに関する
ユーザー、アクセスされたファイル、使用されたSubversion・Gitのコマンド、日付・時刻、アクセス
の許可・拒否をファイル単位で詳しくレポートします。セキュリティ管理者は、アクセス違反があれ
ば即時にアラートを受信します。これらの機能により、監査期間中に手作業によるデータ収集を
することなく、サーベンス·オクスリー法、HIPAA、PCI、その他の規制のコンプライアンス要件を満
たすことができます。

グローバルでのセキュリティ強化

ご購入前にぜひお試
し下さい
www.wandisco.com
米国内からのトールフリー
1-877-WANDISCO (926-3472)

米国外から
+1-925-380-1728

EU
+44 (0)114 3039985

Email
sales@wandisco.com

センシティブな知的所有財産の安全·安心を保持します。サイト管理者は承認、認証、およびアク
セス制御ポリシーを設定し、一貫性のあるアクセス管理を実現できます。アクセス違反は防止さ
れ、不正アクセスの試みが発生した場合は管理者にすぐに警告されます。 SVN MultiSite Plus
およびGit MultiSiteと組み合わせて使用すると、すべての開発拠点で一貫したセキュリティポリシ
ー適用されるようになります。

柔軟性とガバナンス
開発者が仕事を効率的に行うためには、使用するツールが自由に選択できることが必要です。
一方、企業はソフトウェア開発上の管理とガバナンスを必要としています。Access Control Plus
は、リポジトリやアクセス制御ルールの数に関係なく、SubversionとGitの両方に透過性のある一
貫した認可、認証、およびアクセス制御を提供します。

権限委譲による管理効率 UP

システム要件

セキュリティ管理者は、チームを構成し、セキュリティ管理権限を委譲することで、管理オーバー
ヘッドを軽減することができます。

ハードウェア

WANdiscoが提供する完全なソリューション·スタック
Access Control Plusは、分散した開発チームで使用されるSVN MultiSite Plus またはGit MultiSite
と組み合わせることができます。SVN MultiSite Plus 、Git MultiSiteはWANdisco社の特許取得済
みのリプリケーション技術により、グローバルに分散した環境でApache Subversion および Gitに
企業で求められるパフォーマンス、拡張性、バックアップ機能を提供すると同時に24/7可用性を
実現しています。これらのソリューションとAccess Control Plusを組み合わせた場合、1つの拠点
で行われたセキュリティポリシーの変更はすぐに全拠点に反映されされます。

CPU: 32ビット デュアルコア 2Ghz （
最小）、64ビット クワッドコア （推奨）
メモリ: 2GB （最小）、8GB（推奨）
ディスク容量: レポジトリのサイズ
に依存

オペレーティングシステム
Linux （推奨: Fedora、RHEL 、
Centos）

Subversion Server バージョン
Subversion 1.7 以上

Git Server バージョン
Git 1.8 以上

サポート可能なClients
Git/Subversion サーバ準拠のすべ
てのクライアント

その他

プロフェッショナルサポート

JDK (version 6 or 7)

WANdisco社員が、世界各地でSubversionとGitに関するエンタープライズ·クラスのサポートを提
供しています。単なる１次サポートではなく、OSS専門家で構成されたチームが豊富な経験に基
づく専門的なサポート提供しています。WANdisco社は世界中のサポートセンターを通じてお客様
が世界のどこにいらしても、必要な時にいつでも、安全で高品質のサポートを提供します。24/7、
オンライン、電話・電子メールでのサポート、応答時間保証、修正と強化のオンライン配信、シス
テムヘルスチェック、Bug Buddy、8時間の無料コンサルティングまたはトレーニング、賠償補償等
々のサービスオプションがあります。無料のコミュニティサポートも用意されています。詳細につ
いては、www.wandisco.com/support を参照してください。

Try WANdisco products before you buy.
The three squares represent our patented replication
technology.

The logo as a whole looks similar to a ‘fast-forward’ sign
which represents our LAN speed enabling technology.
We make things work faster.

評価版のダウンロードはこちらから www.wandisco.com
If you look carefully, the first two squares make a ‘W’ and
the third looks like a ‘D’.
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