
｜集計・分析｜ ｜集中管理｜ ｜高度なセキュリティ｜

デジタル複合機を集中管理して効率運用 多彩な集計と詳細な分析が可能 高度なセキュリティ環境を提供

SharpAccountant Professional
ライセンスキット
MX-AK10

希望小売価格 493,500円（税抜価格470,000円）
2012-3

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・ソフトのインストール・ハードウェアなどの費用は含まれておりません。

複数のデジタル複合機を集中管理して集計・分析。
高度なセキュリティ環境での効率的な運用をサポートします。

R

最大1,000台までの
デジタル複合機をサポート※

デジタル複合機運用 集中管理システム

SharpAccountant Professional®

●SharpAccountant Professional®は、イントラネット環境での運用を前提とした商品です。

写真はイメージです

※サーバーハードウェアの能力や、お客様のご利用環境により変動する場合があります。



運用面の管理権限を持つ
・管理者/一般ユーザー/集計者の追加/削除
・ユーザーグループの管理
・機能制限の設定
・複合機本体の管理

・外部認証の設定
・認証オプションの設定
・プラグインの設定 SharpAccountant  Professional®

運用管理

システムの管理

集計・分析の実行

集計・分析結果

システムの管理権限を持つ
・管理者の追加/削除
・システムの設定

・プラグインの管理
・システムログの閲覧

2

3

5

利用状況について集計/分析する
・利用状況の集計/分析
・集計パターンの追加/削除

・自動レポートの設定

同一ネットワーク上にある複数のデジタル複合機からジョブ履歴
データを収集。一括して集計・分析できます。

複数のデジタル複合機の利用状況を把握可能

最大10万件のユーザー情報と1万件までのグループ情報を管理
可能。各ユーザーの使用状況を詳細に分析できます。

ユーザー情報の集中管理も可能

カラーコピーなどの機能や使用上限面数を、社員やアルバイトな
どの立場に応じて制限。制限面数が近づいたことをメールで通知
することも可能です。

ユーザーごとの機能や面数制限

システム管理者・管理者・集計者・一般ユーザーなど各役割を
明確化。大規模オフィスでの複雑な組織運用にも柔軟に対応
できます。

役割を明確化して運用を効率化

デジタル複合機印刷運用システムSharp Pr int  System®

（MX-AK11）と組み合わせれば、デジタル複合機をより効率的に
運用することが可能です。

Sharp Print System®との連携でさらに効率化

多彩な管理項目 効率化をサポー

集計方式と表示方法、および集計期間を指定し、デジタル複合機本体/
グループ/ユーザーを絞り込んで集計を行うことが可能。また、よく使う集計
パターンは保存して繰り返し利用することもできます。

月や週など一定期間ごとの集計レポートを自動生成。あらかじめ設定した
メールアドレスや共有フォルダーへの自動送信も可能です。

集計結果を送信できる自動レポート機能

デジタル複合機本体/ユーザー/グループを指定して、ジョブ処理の履歴
調査を行えます。

履歴調査

集計条件
設定画面

システム
管理者

集計者

管理者

コピーやスキャン、プリントなどのジョブ履歴データを収集して利用
複数のデジタル複合機を集中管理し、効率的な運用をサポートし
使用するデジタル複合機が多いほど、その効率的な管理が必要です。SharpAccountant Professional®は、多角的な集計・分析により、デジタル複合

効率的に管理（管理者） 複数のデ
最大1,000台ユーザーごとに各役割を明確化でき、効率的に管理

集計条件

× × × × ×利用状況集計 本体別に表示
用紙サイズ別集計 グループ別に表示
エコ取り組み集計 ユーザー別に表示

集計期間

集計対象

本体を
選択

グループを
選択

ユーザーを
選択

集計方式 表示方法



認証の際に使用するICカードは様々な規格
に対応していますので、社員証等としてすで
にICカードを導入されている場合でも、その
ままご利用いただけるケースもあります。

■多様な規格のICカードに対応

ICカードで簡単にログイン

※ 専用プリンタードライバーでのIDやパスワードの入力は必要です。

※デジタル複合機本体に登録されているユーザーのみ利用可能です。

●ICカードリーダーライター（MX-ECX2）対応機種一覧、
対応ICカード一覧は当カタログの裏面をご覧ください。

認証情報の
照会

認証

ジョブ履歴
データを記録

利用状況集計

エコ取り組み
集計

プリンタードライバーに
認証情報を入力

デジタル複合機の
操作パネルから
認証情報を入力

デジタル複合機で
ICカード※2による認証

ジョブの実行4

●本商品はソフトウェア商品です。サーバーハードウェアは別途ご用意いただく必要があります。

3種類の認証方法（一般ユーザー）

高度なセキュリティトする集計機能

利用状況を集計し、その概要を把握。表示方法、集計対象との組
合せで、個別に詳細な分析が行えます。

利用状況集計

集計結果やジョブ履歴のデータをCSV形式のファイルに出力可能。
Microsoft® Excel®などに取り込んで、より高度な分析に利用できます。

より高度な分析に利用できるCSV出力

両面、N-Upなどの用紙節約につながる機能の活用状況を集計。
エコの取り組みに活用できます。

エコ取り組み集計

同梱プラグインにより、ICカード認証に対応（MX-ECX2が必要）。
IDやパスワードを入力する手間が減らせます。※

ICカード認証に対応し利便性をアップ

同梱のサンプルプラグインによりActive Directory®等の外部認証サービス
をユーザー認証として利用可能。また、ネットワーク上のサーバーに保存された
ユーザー情報ファイルを取得し、ユーザー管理情報として利用できます。

外部認証サーバーをサポートし手間を軽減

通常時にSharpAccountant Professional®で認証されたユーザーは、
最大1,000件までデジタル複合機本体に自動登録されます。デジタル
複合機本体に登録されているユーザーは、サーバーやネットワークに障害
が発生した場合は、一時的にデジタル複合機本体での認証が利用でき
ます。※また、障害発生中のジョブ履歴はデジタル複合機本体に記録され、
復旧後、SharpAccountant Professional®サーバーに保存されます。

万一のネットワーク障害にも対応

1

ユーザー
認証

多彩なユーザー認証によりセキュリティをアップ

※2ICカード認証を利用するには、ICカードリーダーライター（MX-ECX2）が必要です。
※1標準200台。サーバーハードウェアの能力や、お客様のご利用環境により変動する場合があります。 ●システム対応規模の詳細は当カタログ裏面をご参照ください。

状況を集計・分析。
ます。
機の利用状況を把握。大規模・中規模オフィスにおける効率的なデジタル複合機の運用をサポートします。

ジタル複合機を集中管理
までのデジタル複合機を管理可能※1

デジタル複合機運用 集中管理システム

SharpAccountant Professional ®



本　　社　 〒５４５-８５２２   大阪市阿倍野区長池町２２番２２号

このカタログの内容は、２０12年3月現在のものです。

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●ご相談窓口・・・
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SharpAccountant Professional®は、デジタル複合機から取得した使用結果通知情報をデータベースに蓄積して
集計を行います。デジタル複合機の状況により、使用結果通知情報の正確な値を記録できない場合があります。
特に次のことがらが起こった場合、集計結果が実際のジョブと一致しない場合があります。

●デジタル複合機でジョブの処理中に電源が切られた場合。●デジタル複合機の時刻設定が変更された場合。

SharpAccountant Professional®を使用して得られた集計結果については、デジタル複合機の使用状況を
分析するために使用できます。

■集計結果について

SharpAccountant Professional®はRed Hat® Enterprise Linux®（64bit版）上で動作します。
SharpAccountant Professional®サーバーにアクセスする際に使用するブラウザー：
Microsoft Internet Explorer® ６.０/7.0/8.0
サポートするE-mail サーバー：
Microsoft® Exchange Server ２００３ SP２、Microsoft® Exchange Server 2007、SendmailTM

サポートするE-mail クライアント：
Microsoft Outlook® ２００３/2007、Microsoft Outlook® Express ６.０、Windows®メール、Windows® Liveメール

■サポートするソフトウェア
１３０,０００円）１３６,５００円希望小売価格 （税抜価格MX-ECX２●ICカードリーダーライター（非接触）
71,000円）74,550円希望小売価格 （税抜価格MX-CCX1●ICカード（5枚入り）

470,０００円）493,５００円希望小売価格 （税抜価格MX-AK10●SharpAccountant Professionalライセンスキット

３０,０００円）３１,５００円希望小売価格 （税抜価格MX-AMX３●外部アカウントキット

管理するデジタル複合機について

MX-6540FN※1、MX-5111FN/5110FN/4111FN/4110FN、MX-3610FN/3110FN/2610FN、
MX-3611F※1/3111F/2310F、MX-M753/M623、MX-5001FN/5000FN/4101FN/4100FN/3600FN、
MX-3100/2600シリーズ、MX-B382、MX-C312/C312SC、MX-M503N/M363N/M283N、
MX-M503F/M423F/M363F、MX-M354FP/M314FP/M264FP※2

■SharpAccountant Professional®対応機種一覧

470,０００円）493,５００円希望小売価格 （税抜価格MX-AK11●Sharp Print Systemライセンスキット
60,000円）63,000円希望小売価格 （税抜価格MX-AMX2●アプリケーション通信キット

大規模オフィスで複数のデジタル複合機をさらに効率
的に活用するために、シャープでは多彩なシステムをご
提供。業務効率の向上や運用コストの削減、セキュリ
ティの強化など、これからのオフィスに不可欠なデジタ
ル複合機の環境を実現しています。

（MX-AK10）

（MX-ECX2）
（MX-AK11）

ユーザー認証、ジョブ履歴の集計・分析と
デジタル複合機の管理を行う。

任意のデジタル複合機からの出力を可能にし、
オフィスでの効率的な運用を可能とする。

ICカードによるユーザー認証が可能に。
利便性とセキュリティがアップする。

クライアントPC

デジタル複合機
ICカードリーダーライター

ユーザー登録数：100,000件
ユーザーグループ：10,000件
運用可能デジタル複合機数：標準200台（最大1,000台）

■システム対応規模

●サーバーハードウェアの能力や、お客様のご利用環境により変動する場合があります。

●本商品はソフトウェア商品です。サーバーハードウェアは別途ご用意いただく必要があります。

ICカードのIDm（製造番号）を利用し、認証します。
ICカードのSSFC情報を利用し、認証します。（セキュリティレベル1及び2に対応。）
ICカードのUID（製造番号）を利用し、認証します。
ICカードの.com-IDを利用して、認証します。
シャープ複合機専用ICカード(MX-CCX1)のユーザー情報にて認証します。

IDm
SSFC
UID
.com-ID

専用フォーマット

FeliCa®

MIFARE®

eLWISE®

当社専用ICカード

■ICカードリーダーライター（MX-ECX2）対応機種について

MX-ECX2は、SharpAccountant Professional®が対応しているデジタル複合機の全機種に対応しています。

■SharpAccountant Professional®対応ICカード一覧※

●このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

■ サーバーハードウェア要件

CPU
メモリー

ストレージ
（形態 1）

ストレージ
（形態 2）

ハイパー
バイザー

ネットワーク

Intel® Xeon® 2GHz以上、2コア以上
3.5GB以上

標準構成（複合機台数：200台以下）
Intel® Xeon® 2.5GHz以上、8コア以上
最大構成（複合機台数：1,000台以下）

16GB以上

－

SAS 2.0、10,000rpm複数台をRAID5構成
とするSAS 2.0、6Gb/sインターフェースカード
以上の性能を搭載すること

内蔵ストレージ：
SAS 2.0、15,000rpm×（8＋1）以上をRAID5
構成とするRAIDキャッシュメモリーを512MB
以上搭載すること
SAS 2.0、6Gb/sインターフェースカード以上
の性能を搭載すること

外付けSAN/Iscsiストレージシステム：
SAS 2.0、15,000rpm複数台をRAID5または
RAID6構成とするRAIDキャッシュメモリーを
512MB以上搭載すること
6Gb/s以上のインターフェースを持つこと

・ハイパーバイザー利用不可
・Red Hat® Enterprise Linux®をハードウェア
に直接導入し、ハードウェアメーカー指定の
ドライバーを利用すること
複合機との通信のために、1Gbpsインター
フェースを少なくとも1本持つこと

複合機との通信のために、100Mbpsインター
フェースを少なくとも1本持つこと

・VMware® ESXi 4.1を利用可能
・ハイパーバイザー無し（直接インストール）も可

※ICカード認証をご利用になるには、オプションのICカードリーダーライター（MX-ECX2）が必要です。

※Microsoft® Exchange ServerおよびOutlook®、Outlook® Express、Windows®メール、Windows® Liveメールの
独自機能は利用できません。※導入規模や要件に合わせて、サーバーハードウェアをご用意ください。ハードウェアおよび
ソフトウェア構成については、担当セールスにお問い合わせください。

※1 2012年夏対応予定。※2 2012年春対応予定。
●最新の情報に関しましてはドキュメントシステムホームページをご参照ください。（http://www.sharp.co.jp/print/）

●その他の対応機種および最新の対応機種情報についてはドキュメントシステムホームページよりご確認ください。
（http://www.sharp.co.jp/print/）

●ICカード（FeliCa®、MIFARE®、eLWISE®）はお客様ご使用のカード（FeliCa®はRC-S８６０準拠、MIFARE®は
Standard 1ＫまたはStandard 4Ｋ）がご利用できます。

●SharpAccountant Professional®は、当社のデジタル複合機に対応しています。
●管理対象とする各デジタル複合機には、オプションの外部アカウントキット（MX-AMX３）※の装着が必要です。※デジタル複合機の機種によっては標準装備されているものもあります。詳しくは担当セールスにご相談ください。

SharpAccountant Professional®

Sharp Print System®

組み合わせてさらなる効率化とセキュリティの高度化をサポート。Sharp Print System® ＆ ICカードリーダーライター（MX-ECX2）組み合わせてさらなる効率化とセキュリティの高度化をサポート。Sharp Print System® ＆ ICカードリーダーライター（MX-ECX2）

ICカード
リーダーライター

Sharp

Accountant

  Professional®

Sharp

Accountant

  Professional®

Sharp

Print

  System®

Sharp

Print

  System®

■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、
あらかじめご了承ください。　■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Microsoftは米国Microsoft Corporationの米国及
びその他の国における登録商標です。●Windows、Internet Explorer、Exchange Server、Excel、Outlook、Outlook Express、Active Directoryは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。●Linux
は米国及びその他の国におけるLinus Torvalds氏の登録商標です。●Red Hatは米国及びその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。●Intel、Xeonは米国Intel Corporationの米国及びその他の国における登録商標ま
たは商標です。●VMwareは米国VMware, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●MIFAREはNXP セミコンダクターズ社の登録商標です。●eLWISEは
NTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。

■商品ご理解のために

JMI-0015
JQA-EM6192

シャープ株式会社ドキュメントソリュー
ション事業本部は品質マネジメントの
国際規格であるISO9001および環境
マネジメントシステムの国際規格である
ISO14001の認証を取得しております。
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