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30％以上の⾼速化を実現︕プログラム不正起動による社内データの
流出防⽌や
通信データの256bit暗号化など、セキュリティ機能も⼤幅に強化︕
ブロードバンドに最適化したリモート コントロール ソフト
「LAPLINK 12 BB」を新発売︕︕
通信ソフトの開発メーカーである株式会社インターコム （〒110-8654 東京都台東区台東1-3-5反町ビ
ル、TEL︓03-3839-6231、資本⾦︓8,400万円、社⻑ ⾼橋 啓介） はこのほど、離れた場所にあるパソ
コンを⼿元のパソコンで簡単に遠隔操作できるブロードバンド回線⽤に最適化した、Windowsパソコン
向けのリモート コントロール ソフト『商品名︓LAPLINK 12 BB（ラップリンク ジュウニ ビービー）』
を2005年12⽉16⽇より全国⼀⻫に販売開始いたします。また、インターネット、LAN／WAN、モデム
／TA、ダイヤルアップ ネットワークなどあらゆる接続形態に対応した上位バージョンの『商品名︓
LAPLINK 12（ラップリンク ジュウニ）』も同時発売いたします。

インターネット接続専⽤ 「LAPLINK 12 BB」

あらゆる接続形態に対応した 「LAPLINK 12」

■ LAPLINK 12 商品情報ページ ︓ https://www.intercom.co.jp/laplink/
平成17年度 情報通信⽩書（総務省 2005年6⽉発表）によりますと、平成16年度末におけるインターネ
ット利⽤⼈⼝は7,948万⼈と推計されています。なかでも現在は光ファイバー、ADSLなどの⾼速ブロー
ドバンド回線の利⽤が主流となっています。このような環境のもと、ソフトウェアやハードウェアのヘ
ルプデスクやユーザーサポート業務の分野でも、従来の電話回線よりもコストがかからない⾼速なブロ
ードバンド回線を利⽤したリモート サポート サービスが注⽬を集めています。また災害対策としてサー
バー ルームを郊外に設置する企業が増加し、リモート操作による保守作業の需要も⾼まりを⾒せていま
す。
今回発売する「LAPLINK 12 BB」は、送信パケットサイズの最適化と受信データのキャッシュ処理の向
上によるビデオ パフォーマンスの強化を⾏い、従来⽐30 ％以上の⾼速化※1 を実現しました。さらに、
サポートを受ける側のお客様へ安⼼を提供するための「プログラムの不正起動防⽌」や「通信データの
256bit暗号化対応」※2 など、セキュリティ⾯での⼤幅な機能強化を⾏っています。
従来、この種のリモート コントロール ソフトを⽤いてサポートを受ける際に、ヘルプデスク等のオペレ
ーターに勝⼿に会計ソフトなど機密情報が⼊ったソフトを操作されたり、フォルダやファイルの内容を
盗み⾒られたりするのではないかという不安が常につきまとっていました。同商品ではサポートを受け
る側が⾃分のパソコン内の任意のソフトウェアを指定して、遠隔地からのリモート操作を制限できる
「プログラムの不正起動防⽌」機能を搭載しました。本機能はリモート コントロール ソフトでは業界初
※3

の機能となります。同時に「フォルダへの不正アクセス」を禁⽌する機能も追加されました。また、

リモート コントロール操作の履歴をログファイルに記録することにより、不正アクセスによるトラブル
防⽌や社内情報流出への抑⽌、およびトラブル発⽣後の具体的検証等にも役⽴つ機能も搭載されまし
た。さらに、従来よりも機密性の⾼い通信データの256bit暗号化への対応も⾏いました。今回このよう
な⾼度なセキュリティ機能を備えたことにより、サポートを受ける側、サポートを⾏う側の両社間で⾼
速かつ安全なリモート サービスを実施することが可能になりました。
「LAPLINK 12 BB」のブロードバンド接続は、より便利にインターネット接続ができるように、インタ
ーコムが提供するLAPLINK専⽤の接続サーバー（ディレクトリサーバー）経由で、サーバーに登録した
ユーザー任意の名前（接続名）を使って接続する⽅式を採⽤しています。従来のリモート コントロール
ソフトをブロードバンド経由で使う場合の様に、難解なIPアドレスを⼊⼒する必要はありません。イン
ターネット接続サービスを提供している多くのインターネットプロバイダでは⼀定期間で変化する動的
IPアドレスをユーザーに割り振っていますが、その場合でもIPアドレスが変化するたびに調べて連絡し
てもらう⼿間がかかりません。
また、通常ブロードバンド経由の接続は、接続を受ける側にグローバルIPアドレスが必要になります。
しかし相⼿が企業内ユーザーの場合、グローバルIPアドレスを持っていることは少なく、そのままの環
境でリモート サポートを受けることは⾮常に困難でした。「LAPLINK 12 BB」の場合はサポートする側
がグローバルIPアドレスを⽤意すれば、グローバルIPアドレスを持っていないパソコンにも接続可能に
なります。さらに、接続を受けるパソコンがファイアウォール内にある場合でも、「LAPLINK 12 BB」
なら専⽤サーバーを利⽤するので外部から内部への接続⽤ポートを開けずに安全に接続できます※4 。こ
の様に新しい「LAPLINK 12 BB」には、ブロードバンド接続でのあらゆる環境に安全かつ簡単に対応で
きるよう様々な新機能の追加や⼯夫がなされています。
その他にもリモートでの「OS 再起動」やプリンタ出⼒を相⼿側相互に設定できる「プリント リダイレ
クション」機能や「インターネット接続可能かどうかの⾃動診断」機能など、ユーザー サポートや遠隔
地での無⼈ＰＣのメンテナンスなど様々な現場で威⼒を発揮する機能を備えています。従来からのすべ
ての回線に対応した「LAPLINK 12」に追加して、今バージョンからブロードバンドに最適化したインタ

ーネット接続専⽤の「LAPLINK 12 BB」を安価な価格で提供することにより、リモート コントロール市
場でのシェア拡⼤をねらいます。
※1︓当社従来商品「LAPLINK GOLD 11」との⽐較。ゲストカラー「256⾊」での計測。
※2︓256bit暗号化はMicrosoft CryptoAPIを使⽤。Windows Server 2003/XP 間の通信のみ対応で
す。
※3︓2005年11⽉現在、⽇本国内で販売されているリモート コントロール ソフトをインターコムが調
査した結果です。
※4︓接続を受ける側は"内部から外部"に対して、LAPLINK接続⽤のポートを開ける必要があります。パ
ケット フィルタリングタイプのファイアウォールにのみ対応しています。

＜ LAPLINK 12 の主な機能＞
※ 【NEW】は本バージョンより新しく追加された機能、【UP】は前バージョンからアップした機能
です。

■リモートコントロール機能
・⾼速リモート コントロール【UP】
・プリント リダイレクション
・ホスト再起動
・ホスト画⾯保存
・ボイス チャット／テキスト チャットで操作を簡単説明
・壁紙、スクリーン セーバーの解除などの⾼速化オプション
・相⼿側パソコンのシステム情報取得
■接続機能
・サーバー経由で簡単接続
・ファイアウォール環境対応
・IPアドレス⼊⼒不要
・最近⾏った接続の⾃動記録／再接続
・インターネット接続可能かを⾃動診断
・相⼿側の接続形態や、セキュリティ環境までを記録した充実のアドレス帳
・接続のショートカット アイコンの作成
・起動時の⾃動接続操作の設定
■セキュリティ機能
・不正なプログラム起動、フォルダへのアクセスを制限【NEW】

・通信データの256bit暗号化対応【UP】
・ユーザーごとにアクセス制限
・通信、操作ログ記録【UP】
・ローカル パスワードの設定
・パスワード違反者のロック
・コールバック機能（LAPLINK 12 のみ）
■データ転送機能
・簡単データ転送
・フォルダ同期（スマート エクスチェンジ）
・データの⾃動コピー（エクスチェンジ エージェント）
・スピードシンク（⾼速化機能）
・Outlook Express／Internet Explorer のシンクロナイズ
・エラー等で中断した箇所からデータ転送の再開
■その他
・Windows ターミナル サービスとの共存対応【NEW】

商品概要 / 販売スケジュール
商品名 ︓LAPLINK 12 BB（ラップリンク ジュウニ ビービー）
LAPLINK 12（ラップリンク ジュウニ）
商品名

価格（税込）

LAPLINK 12 BB

2ライセンス パック

13,800円（税込 14,490円）

LAPLINK 12 BB

1ライセンス パック

7,800円（税込 8,190円）

LAPLINK 12 BB

2ライセンス パック

LAPLINK 12 BB

1ライセンス ダウンロード版

LAPLINK 12 BB

1ライセンス ダウンロード版

特別優待版

11,000円（税込 11,550円）
6,500円（税込 6,825円）

ライセンスキーのみ

6,000円（税込 6,300円）

LAPLINK 12

2ライセンス パック

15,800円（税込 16,590円）

LAPLINK 12

1ライセンス パック

9,800円（税込 10,290円）

LAPLINK 12

5ライセンス パック

39,500円（税込 41,475円）

LAPLINK 12

2ライセンス パック

LAPLINK 12

1ライセンス ダウンロード版

LAPLINK 12

1ライセンス ダウンロード版

特別優待版

12,600円（税込 13,230円）
8,000円（税込 8,400円）

ライセンスキーのみ

7,500円（税込 7,875円）

発売⽇ ︓ 2005年12⽉16⽇
商品情報ホームページ ︓ https://www.intercom.co.jp/laplink/
商品画像 ︓ https://www.intercom.co.jp/press/imgdata/2005/
PDFカタログ ︓ https://www.intercom.co.jp/download/catalog.html

