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日立ビジネス ASPサービス事業を開始 

第一弾として企業向けリモートアクセスシステム

「DoMobile」のASPサービスを提供開始 
パンデミック対策に即効性のある事業継続ソリューションを提供 

 
日立ビジネスソリューション株式会社（横浜市中区桜木町、取締役社長 木村 伊九夫、資本金 35 億 6 千

万円 以下、日立ビジネス）は、このたび、専用サーバ/ネットワーク機器をお客さま自身で用意することなく、

当社の製品を手軽にご利用いただけるよう、ASP（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）サービス事業を開始し

ます。 

その第一弾として、従来専用サーバの導入を前提としていたリモートアクセスシステム「DoMobile（ドゥ・モ

バイル）」の ASP サービスを提供開始します。 

 

「DoMobile」は、ノートパソコン、携帯電話やスマートフォン等のモバイル機器を利用して、外出先からイン

ターネットを介してオフィス内のパソコンへセキュアにリモートアクセスできるシステムです。2005 年の販売開

始以来、モバイルワークや在宅勤務、オフィス内クライアントパソコンのクラウド化の基盤としても多くの企業に

採用されています。最近ではインフルエンザパンデミックに対応すべく事業継続ソリューションとしても採用さ

れるケースが増えております。 

当社では、これから流行のピークを迎えると考えられるインフルエンザ対策の一助として、まずは当

「DoMobile」をお手軽に導入いただけるよう、ASPサービスで提供することとしました。 

 本 ASP サービスを皮切りに、今後もさまざまなサービスを提供していきたいと考えております。 

 

1． 本サービスの特長 

(1) 既存のネットワークに手を加えずに導入が可能 

本サービスは、企業ネットワークに接続されていないリモート端末から企業ネットワークへの接続を可能

とし、自宅や外出先からでも自席パソコンを快適に利用できるサービスです。 

インターネット上の Web サーバへ HTTPS アクセスできるネットワーク環境であれば、そのままの環境で

ASP サービスをご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ お客さまの環境によっては接続できないこともあるため、事前の確認が必要です。



 

(2) 情報を守る堅牢なセキュリティ 

・ 128 ビット SSL 通信 （リモート端末 ⇔ DoMobile サーバ ⇔ オフィスのパソコン）で通信を暗号化 

・ 高度ななりすまし対策 

◇ 鍵長 1024 ビットのクライアントデジタル証明書を併用したユーザ認証 

◇ 携帯電話の個体番号を併用したユーザ認証 

・ ログインセッションのみで有効な、ワンタイム・リモートコントロールビューア 

・ DoMobile のみで利用できる専用リモコンソフトを実装 

など豊富なセキュリティ機能を標準実装 

(3) 企業のセキュリティポリシーにあわせた導入が可能 

DoMobile の持つ豊富な機能群（リモートコントロール機能、メッセージング機能等※）を、企業のセキュリ

ティポリシーにあわせて提供します。※提供機能の詳細は「2.サービス概要」をご覧ください。 

(4) 利用シーンにあわせて、様々なリモート端末をサポート 

DoMobile で利用できるリモート端末は、パソコン、Windows Mobile 搭載スマートフォン、携帯電話

（docomo、SoftBank）です。利用シーンにあわせて、様々な端末で利用できます。 

（ご利用いただくリモート端末により、一部機能制限があります。「2.サービス概要」をご覧ください。） 

(5) リモート端末からオフィスのパソコンの電源管理が可能 

リモート端末からオフィスのパソコンの電源投入が可能となるので、常時オフィスの自席パソコンの電源

を入れておく必要はありません。使うときだけ、リモート端末から電源を投入することができます。 

 

2． サービス概要 

サービス種別 提供機能 概要 リモート端末 

基本 

サービス 

リモートコントロール 

基本機能 

オフィスのパソコンのデスクトップ画面を手元のリモート端末に

表示し、マウスやキーボードを用いてリモート操作できます。 

パソコン/ 

スマートフォン 

リモートコントロール 

付属機能 

リモート印刷機能やファイル転送機能などを利用できます。 パソコン 

メッセージング機能 オフィスのパソコンのメール/連絡先/予定表を手元のリモート

端末のブラウザで表示・操作することができます。 

パソコン/ 

スマートフォン/

携帯電話 

ファイルマネージメント 

機能 

オフィスのパソコンに保存しているファイルを手元のリモート端

末で閲覧・ダウンロードしたり、手元のファイルをオフィスのパソ

コンにアップロードすることができます。 

パソコン 

追加 

サービス 

カメラモニタリング機能 オフィスのパソコンに接続された USB カメラの画像を、リモート

端末のブラウザで確認することができます。 

パソコン/ 

スマートフォン 

 

3． 動作環境 

自席パソコン、起動用サーバ/パソコンの前提条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

OS

CPU

HDD

RAM
接続回線

その他

OSがインストールされているドライブに100MB以上の空き容量
自席パソコン用DoMobileプログラムをインストールするドライブに30MB以上の空き容量
256MB以上（Windows Vistaの場合は512MB以上）
インターネット上のWebサーバへHTTPSアクセスできるネットワーク環境

DoMobileサーバから提供される自席パソコン用DoMobileプログラムがインストールされていることが必要。
リモートパワーオンオプション機能を利用する場合
　・WakeOnLANまたはインテル® vProTM テクノロジーを利用して起動するため、別途起動用サーバ/パソコンと
　　その起動用サーバ/パソコンに自席パソコン用DoMobileプログラムがインストールされていることが必要。
　・インテル® vPro™ テクノロジーによるリモートパワーオンオプション機能を利用する場合には、自席パソコンが
    インテル® AMT4.0 以降に対応していることが必要。また、固定プライベートIPアドレスの付与が必要。
　・Wake On LANによるリモートパワーオンオプション機能を利用する場合には、自席パソコンのNICや
　　マザーボードがWake On LANに対応していることが必要。

内容
Windows XP Professional日本語版（SP3以降）（*1）
Windows Server 2003 R2日本語版（SP2）（リモートコントロール機能のみサポート）（*1）
Windows Server 2008 日本語版(SP2) （リモートコントロール機能のみサポート）（*1）
（*1）：Internet Explorer 7.0以降がインストールされていること
Windows Vista Business日本語版（SP1）
インテル® Pentium® 4 プロセッサー 1.3GHz 相当以上

 

 

 



 

モバイル機器の前提条件 

 

パソコン

スマートフォン
/

PDA

携帯電話

WebブラウザとしてMicrosoft Internet Explorer 6.0 SP2以降を搭載していること
（*64ビット版のOSはサポートしておりません）

NTTドコモi-mode端末およびSoftBank 9xxの各種デバイスに標準搭載されたSSL対応ブラウザ（*2）
（*2）：128ビットSSLに対応していること

EMOBILE EM・ONE、EMOBILE EMONSTER
WILLCOM 03、WILLCOM Advanced/W-ZERO3[es]、WILLCOM W-ZERO3[es]、WILLCOM W-ZERO3
Softbank X01HT，X01T

 

 

※ インターネット上の Web サーバへ HTTPS アクセスができるネットワーク環境が必要です。 

4． 提供開始予定日  

2009 年 11 月 2 日 

 

5． 販売目標  

今後 1 年間で 1 億円 

 

6． 提供価格 

(1) DoMobile ASP サービス 初期費用      企業登録料    10,500 円/企業（税込） 

ユーザ登録料    1,050 円/ユーザ（税込） 

(2) DoMobile ASP サービス 月額利用料金※1               1,575 円/ユーザ（税込） 

(3) DoMobile ASP サービス 追加作業※2 料金           1,575 円/ユーザ・回（税込） 

 

※1 追加サービスをご利用いただく場合も月額利用料金は変わりません。 

※2 追加サービスの設定・解除、クライアントデジタル証明書の再発行、アカウント停止 

 

7．お問い合わせ先 

日立ビジネスソリューション株式会社 営業企画本部 

TEL:045-224-6754  FAX:045-224-6719   

E-mail: event@hitachi-business.com 

製品紹介ページ: http://hitachi-business.com/products/package/mobile_security/domobile/ 

■個人情報の取り扱いについて 

本お問い合わせ先に送られる個人情報は、ご本人さま、またはお客さまの承諾なく、以下に定める 

目的以外での利用や第三者への開示等はいたしません。 

お問い合わせへの回答や、ご本人さま、またはお客さまに有益と思われるサービス、製品の情報を 

DM・電話等でご案内させていただく場合がございます。 

配信停止・情報の訂正・削除等をご希望の方は event@hitachi-business.comにご連絡ください。 

 

8．登録商標について 

・ DoMobile は、日立ビジネスソリューション株式会社の登録商標です。 

・ Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

・ インテル、Pentium、インテル vPro 、インテル Core、インテル Centrino、Intel ロゴは、米国およびそ

の他の国における Intel Corporation の商標です。 

・ 本文中に記載されている製品名などの固有名詞は、各社の登録商標または商標です。 

 

日立ビジネスソリューション株式会社 
〒231-0062  神奈川県横浜市中区桜木町１丁目 1 番地 8  

電  話 （045）224-6111（代表）  ＦＡＸ （045）224-6119 

ホームページ  http://hitachi-business.com/ 
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