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株式会社エージーテック

ハイエンドプロトコル対応 IP コントロールキット 

IP*Works! を発売 

 株式会社エージーテック (本社 東京都千代田区、代表取締役 棚橋善夫) は、/n software Inc. (本社 米国

ノースカロライナ州、社長 Gent Hito) の開発した IP*Works! Version 5 の販売を 2002 年 4 月 22 日より開始いたし

ます。 

IP*Works!はパワフルなインターネットアプリケーションの作成に必要な全てを含むツールの集合体です。30 種類以上

のコントロールから構成されており、作成したアプリケーションとともにロイヤリティフリーで配布可能です。主なコントロール

を列挙すると以下のようになります: 電子メール関連 (SMTP / POP / IMAP / MIME)、ディレクトリ関連 (LDAP)、フ

ァイル転送およびデータ転送 (FTP / HTTP / SOAP)、リモートホストアクセス (Rexec / Rshell / Telnet)、DNS およ

びネットワーク管理 (SNMP / IPInfo / MX)、汎用クライアントおよびサーバー (IPPort / IPDaemon / Multicast / 

UDPPort)など。これらの他、WebUpload、WebForm、FileMailer、TraceRoute、Whois など高レベルなコンポーネント

も含まれています。 

IP*Works!は 1995 年に発表されて以来、Fortune 誌 500 社や Global 誌 2000 社に含まれる多くの企業、そして世

界中のソフトウェア開発者によって使用されてきました。本製品は電子メールの送信やファイル転送、ウェブブラウジング、

大容量ウェブサービス、XMLドキュメントの構文解析等の作業を容易に行うために設計されたコンポーネントを提供する

ことにより、商用アプリケーションやサービスに対し、インターネットへの効率のよい接続機能を簡単に組み込むことができ、

ネットワークアプリケーション開発の複雑さを大幅に軽減します。 

■ IP*Works! の特徴 

・ ハイレベルなインターネットプロトコルに対する簡明なインターフェイスを提供し、クライアントの作成を容易にします。 

・ MIME マルチパートアタッチメントの分割・生成処理や Web Form 処理等をアプリケーションサポートコントロールとし

て提供し、アプリケーション開発の負担を軽減します。 

・ 開発を容易にする豊富なサンプルを添付。 

・ デスクトップ開発用として Visual Basic 版、C++版、Delphi 版、Script 版 等豊富な開発環境に対応しています。 

・ サーバ開発用として ASP 版を提供し、高機能なウェブアプリケーションサービスの構築を可能にします。 

・ 開発環境ごとに標準版 (非 SSL 版) と SSL 対応版を提供します。(両者の混用も可能。) 

 

IP*Works! ASP 版には HTTP、SOAP、XML、FTP、SMTP、POP、IMAP、NNTP 等のインターネットプロトコルの

他、WebUpload、WebForm、FileMailer、TraceRoute などハイレベルなコンポーネントも含まれています。IP*Works! 

ASP 版のプログラミングインターフェイスはウェブ開発者の使用を念頭に設計されており、全てのコントロールはイベント

ではなくプロパティおよびメソッドによって駆動され、サーバー環境向けに実行効率と信頼性が最適になるよう調整され

ています。 

IP*Works! ASP 版に同梱されているサンプル ASP ページは本製品を使うことにより、簡単にウェブアプリケーションを

構築できる事が判ります。添付されているデモには、ASP ページからのインターネットメール送信、HTML フォームに入力

された電子メールアドレスの確認、UPS (United Parcel Service) 住所確認サービスのようなインターラクティブなウェブ

サービス、公開 SOAP サービスを利用した通貨両替、Yahoo 等からの株式相場データの取得、POP サーバーや IMAP

サーバーからの電子メールの取得、インターネット News サービスに対する記事の投稿や取得などを含んでいます。 

 

IP*Works! の各デスクトップ開発版、サーバ版にはそれぞれ SSL 対応版が別に用意されます。IP*Works! インター

ネットツールに SSL 機能およびデジタル証明書機能を追加した製品であり、セキュアウェブブラウジング、セキュアクライア

ント、セキュアサーバー、セキュアメールの各機能およびデジタル証明書管理機能を利用することができます。現在リリー

スされているバージョンでは以下のようなコンポーネントでセキュアなインターネット接続機能を提供します。 



 

 HTTPS: セキュア HTTP クライアント 

 SOAPS: セキュア SOAP クライアント 

 SMTPS: セキュア電子メールクライアント 

 POPS: セキュア POP クライアント 

 IMAPS: セキュア IMAP クライアント 

 FTPS: セキュア FTP クライアント 

 LDAPS: セキュア LDAP クライアント 

 NNPS: セキュア NNTP クライアント 

 TelnetS: セキュア Telnet クライアント 

 IPPortS: セキュア TCP クライアント 

 IPDaemonS: セキュア TCP サーバー 

 CertMgr: デジタル証明書管理機能 

HTTPS や SMTPS 等のクライアントコンポーネントは証明書の管理やベリファイ、および証明書ベースの認証など

SSL 接続の設定に必要な機能をすべて提供します。また、セキュアサーバーコントロール IPDaemonS は汎用 SSL サー

バーであり、セキュアサーバーとして必要な機能をすべて提供します。製品にはサンプルとしてセキュアウェブサーバーをソ

ースコードとともに同梱してあります。さらに、CertMgr コントロールを使用することで、お使いのシステム上にインストール

されているデジタル証明書を管理する機能をご利用いただけます。 

■製品種別 

Windows Desktop 製品:  

  標準版：Visual Basic 版,ActiveX 版,C++ 版,C++ Builder 版、Script 版、Delphi 版 

  SSL 版：Visual Basic 版,ActiveX 版,C++ 版,C++ Builder 版、Script 版、Delphi 版 

Windows Server 製品:  

  標準版：ASP 版、同５Pack、同１０Pack 

SSL 版：ASP 版、同５Pack、同１０Pack 

その他:  

.NET 版、Java 版、Kylix (Linux) 版,C++ Linux 版、C++ Solaris 版は近日発売の予定です。 

■動作環境／価格 

動作環境: Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP、 Linux, Solaris および Java (JDK 1.1 以降) 

価格: Windows 製品（Desktop、Server とも） (標準版) ¥68,000 / (SSL 版) ¥180,000 より各種 

        Script 版のみ （CPU 単位） (標準版) ¥19,000 / (SSL 版) ¥58,000 

 （.NET 版、Java 製品、Linux 製品および Solaris 製品については弊社までお問い合わせください。） 

※ IP*Works! は /n software Inc. の商標です。 

※ Microsoft および Windows は Microsoft Corp. の登録商標です。 

※ その他社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 
■本件に関する一般からのお問い合せ先をご表記いただく場合は下記をご掲載ください。 

株式会社エージーテック 

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 2-24 YA-2 ビル 

TEL: 03-3863-9281 FAX:  03-3863-1612 
URL: http://www.agtech.co.jp/ E-Mail: info@agtech.co.jp 

◆技術的なご質問のお問い合わせ先 

   TEL：052-951-2706      FAX：052-951-4469 

◆報道関係の方々からのお問い合わせ先 

東京本社 河上(03-3863-9281 / KKawakami@agtech.co.jp)までお願いいたします。 
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