2006 年 7 月 18 日

モバイル端末を活用して外出先から社内ネットワークへの
セキュアなアクセスを実現するリモートアクセスソリューションを提供開始
企業のネットワーク環境に応じて選択できる 2 つのソリューションを提供
日立製作所（執行役社長：古川一夫、以下、日立）は、このたび、携帯情報通信端末（PDA）など
のモバイル端末を活用して、外出先から社内ネットワークへのセキュアなアクセスを実現するリモ
ートアクセスソリューションを 7 月 21 日から提供開始します。
なお、今回提供するソリューションはいずれも、株式会社ウイルコムの新世代モバイルコミュニ
ケーション端末「W-ZERO3」(ダブリューゼロスリー)に対応予定*1 です。
近年、ワークスタイルの多様化や生産性の向上を目的に、外出先や自宅から社内ネットワークへ
アクセスしたいというニーズが高まっています。一方、モバイル端末の盗難や紛失により個人情報
や企業機密情報が漏えいするケースが増加し、モバイル端末に情報漏えい対策を施し、安心・安全
なリモートアクセスを行いたいというニーズが高まっています。
当社はこのようなニーズに応えるため、企業のネットワーク環境に応じて選択できる、以下 2 つ
のソリューションを提供します。
●IPSec*2 ソリューション
「Windows Mobile 2003」や「Windows Mobile 5.0*1」を搭載した各種 PDA 向けに、IPSec クラ
イアントソフトウェア「DOVPN(ドゥ VPN)」および 関連サービスを提供
●SSL VPN*3 ソリューション
「Citrix Presentation Server」環境における PDA や携帯電話などの各種モバイル端末向けに、
SSL VPN アプライアンス「Citrix Access Gateway」および関連サービスを提供
当社はこれまで、PDA 向け情報漏えい防止ソリューションとして、PDA 向け VPN クライアントソフ
トウェアとして著名な「movianVPN」および関連サービスを 2003 年 10 月より提供してきましたが、
今回、「movianVPN」の後継製品であり、最新 PDA に対応する IPSec クライアントソフトウェア
「DOVPN」ならびに関連サービスの提供を開始します。また、PDA をはじめとする各種モバイル端末
に対応し、複雑な設定やインストール作業が不要の SSL VPN アプライアンス「Citrix Access
GatewayTM」と関連サービスもあわせて提供し、企業のネットワーク環境に応じて選択することがで
きます。
今回提供するソリューションはいずれもプロダクトライセンスの販売に加え、構築コンサルテー
ション、保守サービス、問合せサービスなどをトータルソリューションとして提供します。
本ソリューションにより、PDA などのモバイル端末を活用し、無線 LAN や PHS などの通信データ
の暗号化による、外出先から社内ネットワークへのセキュアなリモートアクセスを実現します。
当社は今後も、ユーザーの利便性とセキュリティを両立する、各種ビジネスニーズに対応したセ
キュリティソリューションを提供していきます。
なお、今回発表したソリューションは、7 月 26 日、27 日に東京国際フォーラム（有楽町）にて開
催される「HITACHI uVALUE コンベンション 2006」に出展します。
今回の発表に際し、「W-ZERO3」の発売元である株式会社ウイルコム ならびに 「Citrix Access
Gateway」の開発元であるシトリックス・システムズ・ジャパン株式会社よりエンドースメントをい
ただいています。（以下、五十音順）
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株式会社ウィルコム

執行役員

ソリューション営業本部

本部長

瀧澤

隆 氏

株式会社ウィルコムは、株式会社日立製作所のモバイル端末を活用したセキュアなリモートアク
セスソリューションの提供の発表を歓迎いたします。当社は「W-ZERO3」を利用した各種グループウ
ェアや基幹業務システム、データベースなどと連携する新しいリモートビジネススタイルを開拓し
ており、この度の株式会社日立製作所の発表されたソリューションが、企業向け情報漏洩対策向け
のリモートアクセスにおける、高レベルなセキュリティの強化につながるものと確信しております。
当社は今後も株式会社日立製作所との協業を推進し、リモートアクセスに関する、「デバイス」「ネ
ットワーク」
「企業内」の各セグメントにおけるセキュリティソリューションを共同開発し、お客様
に「安心・安全」且つ、快適なリモートアクセスソリューションを提供して参る所存です。
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 大古 俊輔 氏
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社は、株式会社日立製作所のモバイル端末を活用し
たリモートアクセスソリューションの発表を歓迎いたします。当社の Citrix Presentaiton Sever 環
境で、株式会社ウイルコムの「W-ZERO3」などのビジネスモバイル端末と SSL VPN アプライアンス
Citrix Access Gateway を組み合わせて活用して頂くことで、モバイル端末で顧客データなどの機密
性・重要性の高いデータを安全に扱うことができます。また、Citrix Access Gateway は米国
Infonetics 社の行った『2005 年第 3 四半期のネットワークセキュリティアプライアンスとソフトウ
ェアの世界の市場シェアとその予測』において、SSL VPN ゲートウェイ市場シェアで第１位を獲得し
た実績のある製品です。今後、株式会社 日立製作所とより一層の協業を推進し、お客様に対し利便
性とセキュリティを両立したモバイルアクセスのソリューションの構築を提案して参ります。
■新製品の価格・出荷時期
（１）「DOVPN」および関連サービス

ライセンス

製品名称

形名

DOVPN ソフトウェアライセンス

SD-41C4-DVLCUS01

DOVPN ソフトウェア保守ライセンス

SD-41C4-DVLCMF01

DOVPN 問い合わせ サービス

SD-41C4-DVSRQA01

DOVPN コンサルテーション サービス

SD-41C4-DVSRCS01

希望小売価格（税抜）

個別見積

サービス

（２）「Citrix Access Gateway」および関連サービス
製品名称
ハードウェア

ライセンス

サービス

形名

希望小売価格（税抜）

Citrix Access Gateway 4.2
Citrix Access Gateway x1 Concurrent User
Connection with Subscription Advantage EASY
Citrix Access Gateway x1 Concurrent User
Connection with Subscription Advantage
OPEN-A/B/C/D/E
Citrix Access Gateway x1 Concurrent User
Connection with Subscription Advantage FLEX

PCNR-CTXAG42001

445,410円（税抜424,200円）

SD-41C4-AGCCULP

17,640円（税抜 16,800円）

MetaFrame 問合せサービス

SD-41C4-MFCAS

MetaFrame 構築コンサルティングサービス

SD-41C4-MFCNS

MetaFrame インストール支援サービス

SD-41C4-MFINS

MetaFrame オンサイトサービス

SD-41C4-MFCNS

MetaFrame ソフトウェア更新サービス

SD-41C4-MFSAS

CAG 年間保守費用

SD-41C4-AGWRNREN
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SD-41C4
-AGCCUPA/B/C/D/E

個別見積

SD-41C4-AGCCUFP

個別見積

■本文注記
*1:2006 年第二四半期に対応予定
*2:Security Architecture for Internet Protocol; 暗 号 化 通 信 の た め の 標 準 プ ロ ト コ ル
VPN(Virtual Private Network)で最も一般的に用いられる。
*3:Secure Socket Layer Virtual Private Network;暗号化に SSL を利用する VPN 技術。多くの Web
ブラウザやメールソフトは標準で SSL に対応しているため、リモートアクセス用途などで手軽に
導入できる。
■他社所有商標に関する表示
・Microsoft、Windows Mobile は、米国 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。
・Citrix Presentation Server、Citrix Access Gateway、MetaFrame は、Citrix Systems,Inc.の
米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。
・DOVPN は、日立ビジネスソリューション株式会社の日本における登録商標です。
・W-ZERO3 は、株式会社ウイルコムの日本における登録商標です。
・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
■添付資料
新製品の特徴
■関連情報
DOVPN 製品情報 http://www.hitachi.co.jp/ssup/
Citrix Access Gateway 製品情報 http://www.hitachi.co.jp/ctxps/
■取扱事業部・照会先
株式会社日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ
ユビキタスシステム事業部 ビジネス部 【担当：赤羽】
〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町ニ丁目２番１号
ＴＥＬ：０３－４２３２－５０７６（ダイヤルイン）

新大手町ビル

以
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上

添付資料

■新製品の特徴
１．PDA 向け IPSec クライアントソフトウェア「DOVPN」およびサポートサービス

業務系
サーバ

無線LAN，PHS

Internet

イントラネット
IPSecゲートウェイ

DOVPN 利用時のシステム構成例

Mailサーバ

●堅牢なセキュリティ
セキュアな IPSec トンネルを確立し、デバイスとゲートウェイ間のすべてのトラフィックを暗号
化することで、データの盗聴・傍受・改ざんなどの情報漏えいのリスクを低減し、堅牢なセキュ
リティ通信を実現します。
●各種 PDA で利用可能
マイクロソフト社の「Windows Mobile 2003 Second Edition」や「Windows Mobile 5.0*」に対応
し、「HP iPAQ シリーズ」や「W-ZERO3*」などの各種 PDA で利用可能です。
*2006 年第二四半期に対応予定
●フレキシブルな認証
事前共有鍵（ユーザ ID／パスワード）、拡張認証モード（XAUTH）、電子証明書（X.509）による PKI
認証など、企業のセキュリティポリシーに応じて認証レベルを選択できます。
●ハイパフォーマンス
Certicom 社の楕円曲線による暗号技術を採用し、処理性能やバッテリー容量が限られるワイヤレ
ス機器のためにプログラムをコンパクト化することで、セキュアな環境と高速処理を両立します。
●充実のサポートサービス
事前の「コンサルテーションサービス」や導入後の「問い合わせサービス」
「保守サポート」など
のサポートサービスを提供し、ソフトウェアのライセンス販売からシステムの導入、アフターサ
ポートまでワンストップで対応します。
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２．SSL VPN アプライアンス「Citrix Access Gateway」およびサポートサービス

Citrix Access Gateway

●容易な導入とシンプルな運用管理
・OS やソフトウェアのインストール、セキュリティパッチの適用などが不要な専用アプライアンス
のため、面倒な初期設定は不要で設置するだけですぐに利用できます。また、IPSec のような複雑
な管理を必要としないため、運用・管理コストを大幅に削減することができます。
・モバイル端末に必要な接続ソフトは初回接続時に自動ダウンロードされるため、端末へのインス
トール作業は不要で、大規模システムにおける端末の導入や配布も迅速に行えます。

●情報リソースへスムーズにアクセス
・Secure Access クライアントからの直接接続や，Web Interface へのシングルサインオン、
SmoothRoaming（利用環境に依存しない継続的なアクセス）のサポートなど、Citrix Presentation
Server 環境に最適なリモートアクセスソリューションを提供します。
・利用可能なアプリケーションやプロトコルに制限がないため、ICA プロトコルに加え、Windows ア
プリケーションやメール、Web、C/S アプリケーションなど、あらゆる企業情報リソースにシーム
レスなリモートアクセスができます。

●ユーザビリティに優れた自動接続再開
・ネットワークが不安定になり切断した場合でも、ネットワークが再接続すれば Citrix Access
Gateway のセッションも再度ログオンすることなくシームレスに復旧します。また、Citrix
Presentation Server 上のセッション画面も保持するので、Citrix Presentation Server へも再
度ログオンすることなく、作業を継続することができます。

●強力なエンドポイントセキュリティ
・ユーザーが利用している端末の環境を監視し、企業のセキュリティポリシーに合致した場合のみ
ネットワークへのアクセスを許可する、強力なエンドポイントセキュリティを装備しています。
管理者は OS やパッチ、ウイルス対策ソフトが最新かどうかなどのルールを設定でき、その条件を
満たさない端末のアクセスを拒否し、セキュリティが低下することを防止します。
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、
お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と
情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

