
BYODに最適なモバイルプラットフォーム構築ソリューションとして提供

個人データと業務データの分離により、
情報漏洩リスクの軽減とプライバシー保護を実現

スマートデバイス仮想化基盤

（リモーティアム）

個人データと業務データの分離により、
情報漏洩リスクの軽減とプライバシー保護を実現

Remotium, Inc.は、アメリカ・シリコンバレーを本
拠地とするベンチャー企業です。サイエンティスト、
エンジニアとマネジメントのプロフェッショナルに
よって創立されました。Remotium, Inc.のミッショ
ンは、モバイルにおける仕事の生産性をより高め、
情報の漏洩を防止すること。さらにセキュリティと
コンプライアンスを確実に適用させることです。
Remotiumは、革新的でユニークなモバイルプ
ラットフォームです。仮想化とアプリケーションのス

トリーミングを用いて、BYOD環境を実現します。
Remotiumは、米国のセキュリティに関する最大
のカンファレンスであるRSA Conference 2013
で最優秀賞を獲得しています。
日立ソリューションズのリーダーシップとともに、私
たちのテクノロジーを日本企業に紹介できることを
心より楽しみにしています。皆様方に、私たちのテ
クノロジーと会社を紹介できて光栄です。

日立ソリューションズ主催
モバイルプラットフォーム構築ソリューション／スマートデバイス仮想化基盤 Remotium　記者発表会より
Remotium, Inc.　CEO, Co-Founder　Sinan Eren 氏 コメント

などのオフィス業務系アプリケーション、イントラシ

ステムなど企業独自のシステムを利用できるよう

に設定し、認証ソリューションやネットワークなどを

含め、スマートデバイスを業務利用するための最

適な環境の企画／設計、構築を行う。また、環境

の提供に加えて既存環境との連携を支援するこ

とで、短期間、かつ円滑にスマートデバイスの業

務利用の開始を実現させる。

※ご相談、ご依頼いただいた内容は、回答等のため、弊社のグループ会社に情報を提供し対応させていただく
　ことがあります。取り扱いには充分注意し、お客様の許可なく他の目的に使用することはありません。

本カタログ掲載商品・サービスの詳細情報
http://www.hitachi-solutions.co.jp/remotium/
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受付時間 10:00～17：30　月曜日～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）

【メールによる受付】 
webmaster@hitachi-solutions.com

【電話による受付】 

商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談受付

このカタログは資源保護の為、再生紙を使用しています。

■日立ソリューションズ　モバイルプラットフォーム構築ソリューション

業務活用に必要な周辺ソリューションを一括提供
スマートデバイスの導入を短期間、かつ円滑に実現
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※Remotiumは、Remotium, Inc. の商標です。※iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標です。※Androidは、Google Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※その他、本カタログ
中の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。※本文中および図中では、TMマーク、®マークは表記しておりません。※製品の仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。※本製品を輸出される場合には、外国為替及び外
国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は弊社営業担当にお問合せください。※本カタログ中の情報はカタログ作成時のものです。

仮想
スマート
デバイス

仮想
スマート
デバイス



BYOD（Bring Your Own Device）はここ数年、企業からも利用者からも注目され、多くの期待を寄せられており、
様々なプロダクトベンダやSIベンダから、BYODを実現するための技術やソリューションが提供されている。
一方、BYODの普及状況を見てみると、まだまだ許可する企業が少ないのも事実で、
情報漏洩やプライバシー保護への懸念など、解決すべき課題も決して少なくない。
そんな中、新しい技術を備えて、日本に初登場したのが、スマートデバイス仮想化基盤 Remotiumだ。

■日本国内でのＢＹＯＤの企業意識

私物端末の業務利用を認めている企業は23.5%、計画中まで含めると36%にもなり、
各企業で採用に向けて検討が進んでいる状況

出典 ： JIPDEC IT-Report2014 Spring【特集】「企業IT利活用動向調査2014」にみるIT化の現状
　　　http://www.jipdec.or.jp/publications/it-report/backnumber/2014spring.html
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■既存のコンテナ方式と、Remotiumのバーチャルタブレット方式の比較

MDM ： モバイルデバイス管理
MAM ： モバイルアプリケーション管理
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個人データと業務データの分離により、
情報漏洩リスクの軽減とプライバシー保護を実現

日本でも、私物端末の
業務利用を認めている企業は23.5%、
計画中まで含めると36%。

　BYODとは、企業などで従業員が私物の情報

端末を持ち込み、業務用に利用することを指す。

普段使用している私物のスマートフォンやタブ

レット端末などから社内のシステムにアクセスした

り、情報端末にデータを格納して業務を行うことを

意味する。

　企業側にとっては、支給する端末や通信にかか

る費用などのコスト削減や生産性の向上を図るこ

とができる。利用者にとっては、プライベート用・業務

用という2台を持ち歩き、使い分ける手間が解消さ

れる。また自分好みの端末を使うことで、自分の使

いやすいスタイルで業務ができるため、満足度とモ

チベーションの向上にもつながると言われている。

　BYODは米国では一般的であり、すでに多くの

企業が取り入れ活用している。日本でも、私物端

末の業務利用を認めている企業は23.5%、計画

中まで含めると36%にもなり、各企業で採用に向

けて検討が進んでいる。

　BYODを認めると、今までとは異なるワークスタ

イルの導入になるため、やはり課題が出てくる。見

方を変えれば、現在普及しているBYOD関連の

技術やソリューションが直面している課題とも言

える。課題は、以下の4つの側面でとらえることが

できる。

①情報漏洩対策
　端末内に個人データと業務データが混在し、

　データの識別が困難なため、有事の際もすみ

　やかにデータ削除が実施できない。

②管理（利用制限）面
　アプリケーションのインストールや、危険サイ

　トへのアクセス制限などが困難。ま　た、業務と

　しての使用時間とプライベートでの使用時間

　などが、利用者任せになってしまい、運用方

　法を徹底することができない。

③操作性
　Windowsのリモートデスクトップはマウスやキー

　ボードによる操作が前提となっている。そのため

　それらを有していないスマートデバイスからアク

　セスすると操作感が悪く、業務効率が著しく低

　下する。

④利用環境
　実行環境を、一般的なコンテナ方式で構築した

　場合、モバイルコンテナ向けに専用アプリケー

　ションの開発が必要なため、コストがかかる。

情報漏洩対策、管理（利用制限）面、操作性、
利用環境という4つの側面に課題。

　BYODの実現には、こうした課題を解決する手

段が必要だ。しかし、特に①②のような課題は、各

利用者の私物である端末そのもの、つまり個人

の資産やプライバシーにまで及ぶ。企業としては、

強制的な手段を取りにくいのが実情だ。

　こうした課題を解決する新しい技術を備えて、

登場したのが、スマートデバイス仮想化基盤 

Remotiumだ。最大の特徴は「バーチャルタブ

レット方式」にある。

　既存のコンテナ方式では、スマートデバイス内の

一部に、業務領域で利用するエリアを作成する。

デバイス内のデータ領域を2つに分けるイメージだ。

　一方、Remotiumが採用するバーチャルタブ

レット方式は、業務領域がRemotiumサーバの中

にある。その中で独自の仮想スマートデバイスOS

が動作し、各種アプリケーションが動作する。ス

マートデバイスの中には業務データが存在せずプ

ライベート領域しかない。これにより、BYODが抱

える課題の大部分は解決することができる。

①情報漏洩対策
　個人データと業務データを分離。端末の盗難・

　紛失などのインシデント発生時も、スマートデバ

　イスには業務データが存在しないため、データ

　の削除が不要。情報漏洩も発生しない。

②管理（利用制限）面
　個人データと業務データの分離により、管理者

　は個人情報保持の責務から解放され、利用者

　にとってはプライバシーが守られる。業務環境

　の一元管理と統制を実現する。

③操作性＋④利用環境
　Remotiumサーバ上の仮想スマートデバイス　

　OSでは、Android OS上で動作する各種アプ

　リケーションが、そのまま使える。ユーザインター

　フェイスも変わらず、専用アプリケーションとして

　作り込む必要もない。

　このスマートデバイス仮想化基盤 Remotium

を、日本で初めて発売するのが日立ソリューション

ズだ。日立ソリューションズは、単なる製品販売で

はなく、モバイルプラットフォーム構築ソリューション

として提供する。スマートデバイス仮想化基盤 

Remotium上に、メールや文書作成、スケジューラ

バーチャルタブレット方式を採用する
スマートデバイス仮想化基盤
Remotium（リモーティアム）。

業務活用に必要な周辺ソリューションを
提供するモバイルプラットフォーム
構築ソリューション。

個人データと業務データを分離

○情報漏洩リスクを軽減
○業務環境の一元管理と統制を実現

Remotiumサーバ上で独自の
仮想スマートデバイスOSが動作

○Android OS向けの
　アプリケーションが動作
○専用のアプリケーションの開発が不要
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