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フリービット「ServersMan@iPhone」を本日より App Store で無料提供開始 

～世界初！ 5 分で iPhone（R)/iPod touch（R)を「パーソナルデータセンター」に～ 

 

 当社は、本日添付のプレスリリースを行いますのでお知らせいたします。 
尚、本件に伴う平成 21 年 4 月期の業績への影響につきましては、現時点では軽微であると

考えております。 
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報道関係者 各位 

2009 年 2 月 4 日 

フリービット株式会社 

 

フリービット「ServersMan@iPhone」を本日より App Store で無料提供開始 

～世界初！ 5 分で iPhone（R)/iPod touch（R)を「パーソナルデータセンター」に～ 

 

フリービット株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石田宏樹、以下フリービット)は、

当社 Ubic Frontier!戦略(注 1）の第一弾として、“あらゆるモノをサーバー化”する「パーソナルデー

タセンター」プロダクト「ServersMan@iPhone」を、本日 2 月 4 日より Apple 社の運営する App Store

にて提供開始いたしました。ServersMan サービスページ(http://serversman.com/)は、本日午後 8

時にオープンする予定です。 

 

「ServersMan@iPhone」は、わずか 5 分の作業で“パーソナルデータセンター”（自分だけのデー

タセンター）を構築することが出来る世界初のプロダクトです。 

 

世界で最も普及しているインターネット機器である携帯電話に「ServersMan」のソフトウエアをイ

ンストールするだけで、携帯電話を単なる「クライアント」から「サーバー」へと変貌させ、膨大なコ

ンピューティングリソースを地球上に生み出します。 

 

フリービットでは、独自技術である Emotion Link（注 2）を駆使することで、「あたらしいクラウド」

環境を構築していく「Smart な Infra」作りに貢献していきます。 

 

フリービットが生み出す「Smart な Infra」は、今後深刻な IT 業のボトルネックとなりうる電力問題、

IPv4 アドレスの枯渇問題を克服することで、「未来のインフラ」を先取りしています。 

 

「ServersMan@iPhone」の特徴は以下のとおりです。 

 

1.Simple.UI 

“あつかましいほどに Simple.なユーザー体験”をフリービットの独自技術を駆使し実現していま

す。 

 

“世界一簡単なサーバ構築手順”を実現し、説明書を一切読むことなく設定が完了します。 
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・わずか 5 分でのサーバ環境の構築 [世界初] 

わずか 5 分で、登録、IPv6 固定アドレスの iPhone への割り当て、割り当てた IPv6 アドレスの 

ルーティング設定、フィルタリング設定、ホスト名の登録(URL 作成)を完了させます。 

単にデータセンター内にあるサーバーにユーザースペースを割り当てるのではなく、実際に

iPhone をディスク/Web サーバーとしてクラウド上にアサインします。 

 

・ServersMan UI システム 

http://serversman.com/と iPhone内のアプリケーションUIでシンプルな操作が可能になってい

ます。 

 

2．Cloud NAS[世界初] 

・iPhone/iPod touch(第 2 世代以降/初代は後日対応予定)を持ち運びできるネットワークストレ 

ージとして利用することが可能です。小規模グループのファイルサーバや、個人の USB メモリ 

ーの代わりとして、ケーブルなしで Web ブラウザや WebDAV（注 3）クライアントから、 

iPhone/iPod ｔouch にファイルを転送できるので、大変便利にご利用いただけます。 

 

・WiFi/3G のネットワークに対応し、iPhone が同一 LAN 内に無い場合でもあらゆるネットワーク

からアクセスが可能です。（Emotion Link 技術により LAN/WAN をまたがる場合は、経路が

SSL で暗号化され高いセキュリティを確保できます） 

 

・「Cloud Swiｔch」機能によって、iPhone とアクセス元端末のネットワークの相互関係を自動判別 

し、最適/最速のルーティングを自動設定します。(ex. 同一 LAN 同士の場合は、P2P で接続し

LAN や WAN をまたがる場合は、VPN 接続する等) 

 

・ファイルを友人と簡単に共有することが可能です。 

 

3．File Viewer 

iPhone に保存した各種ファイルを iPhone 上で表示することが可能です。 

USB メモリと異なり、iPhone に保存したデーターを”見る”事が出来ます。移動中などに、プレゼ 

ンテーションの予習をしたり、ファイルを確認したり出来ます。 

 

“触る、振る”という直感的な操作でファイルを操作できます。また、直接ファイルを友人と共有 

することも可能です。 
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表示可能なファイル形式は、以下のとおりです。 

-iWork（Pages、Numbers、Keynote） 

-Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint） 

-PDF 

-HTML、 

-ソースコード（Javascript, XML,CSS）、 

-ログ、動画、オーディオ、画像 

 

4．Web サーバーサービス[世界初] 

「ServersMan@iPhone」は、携帯電話を Web サーバーとして利用できる世界最初の統合的サー

ビスです。 

 

http://serversman.net/iPhone 名/ 

 

 

で世界中から、あらゆる端末から自分の iPhone にアクセスすることが出来ます。 

 

操作はいたって簡単。「public_html」フォルダに Web ブラウザ/WebDAV クライアントから、ファイ

ルを入れ、Web サーバーオプションを「ON」にするだけです。URL の中にある iPhone 名はいつでも

変更することが出来ます。Web サーバーオプションを「OFF」にすることで、iPhone へのアクセスは、

VPN の Gate Way サーバにて遮断されるのでセキュリティ的にも安心です。アクセスログも本体に

保存されます。 

 

5．ServersMan ガジェット 

iPhone/iPod touch に搭載されている、GPS 機能、写真機能、マイクなどを利用してマッシュアッ 

プに参加させることも可能です。また、音声を録音して、即座に「放送」することも可能です。 

 

フリービットでは、ユビキタス化技術を利用することで、初めて実現可能になる「見たことも無い」

わくわくするプロダクトを次々に世に送り出していく予定です。 

尚、今後は iPhone 以外のデバイスにおいても ServersMan 製品を展開予定です。 
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【フリービット株式会社 代表取締役社長 石田宏樹コメント】 

「ServersMan@iPhone」は、フリービットが長年積み重ねてきた、仮想 IPv6 化技術、顧客管理シ

ステム、IPv6 運用技術などなどの集大成となったプロダクトです。1990 年 CERN に所属していた、

ティム・バーナーズリー氏は Steve Jobs 氏が開発した NeXTSTEP 上で世界最初の Web サーバー

を動かしました。そこから 18 年後、フリービットは同じく Steve Jobs 氏が生み出した革新的携帯電

話である iPhone 上で、そして同じ DNA の OS 上で、世界最初の携帯電話の Web サービスを IPv6

で成功させました。 

「Web to SiLK」。我々が目指すビジョンが一つ実現したことを大変喜びに感じています。 

「Seｒvers to Go」。 

「ServersMan@iPhone」は、データセンターを「持ち歩ける」パーソナルなものにしました。 

 

■「ServersMan@iPhone」の利用方法 

App Store から無料でダウンロード、インストールできます。 

※申し込みにはメールアドレスが必要となります。 

 

○動作環境 

iPhone と iPod touch（第 2 世代以降に対応） 

※iPhone 2.0 ソフトウェアアップデートが必要 

 

■ServersMan サービスページ 

 http://serversman.com/ 

 

≪ 「ServersMan」各機能イメージを紹介 ≫ 

1.Simple.UI 

わずか 5 分でのサーバ環境の構築 

 

URL：http://www.freebit.com/press/images/20090204/download.jpg 
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ServersMan UI システム 

 
URL：http://www.freebit.com/press/images/20090204/ServersManUI.jpg 

 

２．Cloud NAS 

「Cloud Swiｔch」機能 

 

URL：http://www.freebit.com/press/images/20090204/CloudSwitch.jpg 

3．File Viewer 

              

URL：http://www.freebit.com/press/images/20090204/FileViewer.jpg 
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5．ServersMan ガジェット 

          

URL：http://www.freebit.com/press/images/20090204/WebGadget.jpg 

SerVersMan ロゴ 

                
 

URL：http://www.freebit.com/press/images/20090204/ServersMan_Logo.jpg   

ServersMan@iPhone ロゴ 

               

URL：http://www.freebit.com/press/images/20090204/for_iPhone_Logo.jpg   
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■参考）「Air Sharing」との機能比較(公開情報を元にフリービット社内で比較) 

Air Sharing は同一 LAN 内に WiFi 接続された、iPhone/iPod ｔouch をネットワークディスクとして

利用できる人気ソフトで、既に世界で 10 万ダウンロード以上行われています。 

 AirSharing ServersMan@iPhone 
価格 600 円 （2 月 3 日時点） 無料(UbicFrontier!戦略) 

将来有料オプションで機能を拡張可 

◎ 

機能 NAS NAS + Web サーバー ◎ 

ネットワーク接続 WiFi WiFi + 3G ◎ 

利用環境 同一 LAN のみ ・あらゆるネットワークから利用可能 

・Cloud Switch にて最適接続を自動判別 

◎ 

NAS への接続方法 ・Bonjour と WebDAV に対応 

・Web ブラウザ経由(URL 都度変更) 

・WebDAV に対応 

・専用ポータル経由(URL 固定) 

○ 

NAS のセキュリティ ・パスワード保護 

 

・専用ポータルでパスワード保護 

・接続経路も VPN で保護 

◎ 

使い易さ iPhone が取得している IP アドレスを 

都度設定 

・専用ポータルから簡単に利用 

・WebDAV 接続もネットワーク単一設定 

◎ 

Viewer 対応 

ファイル 

iWork (Pages, Numbers, and Keynote)、

Microsoft 

Office(Word,Excel,PowerPoint) 

Web アーカイブ、HTML ページ、PDF、RTF

RTFD、テキスト形式、 

ソースコード(C/C++, Objective C/C++, 

C#, Java, Javascript, XML, shell scripts, 

Perl, Ruby, Python, and more) 

ムービー、オーディオ、画像 

iWork(Pages,Numbers,and keynote) 

Microsoft office(Word,Excel,PowerPoint)

HTML、PDF、 

ソースコード（Javascript, XML,CSS）、 

ログ、動画、オーディオ、画像 

△ 

その他  ・Web サーバー機能 

(http://serversman.net/iPhone 名/) 

・各種 Web ガジェット機能 

・仮想 IPv6 にて動作 

◎  

■補足説明 

○Ubic Frontier!戦略(注 1） 

当社中期経営計画「SiLK VISION 2010 Ver.2.0」を推進していく戦略であり、多様な流通経路を駆

使したシンプルかつ多彩な無料プロダクトの提供によるユビキタス普及と、有料サービスへの誘

導を目指していくものです。 
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○Emotion Link（注 2） 

既存の TCP/IP ネットワーク上に仮想的なネットワークをセキュアに構築する事により、NAT やファ

イヤウォールを越えて、自由度が高く安全な通信を実現する技術です。 

 

物理的なネットワークに依存しない通信が可能となる為、フレキシブルなソフトウエア VPN の構築

や、情報家電等のネットワーク機器のセキュアなリモートコントロール等、応用範囲は多岐に渡り

ます。 

Emotion Link サービスサイト： http://www.freebit.com/el/index.html 

 

○WebDAV（注 3） 

WWW でファイルの転送に使われる HTTP を拡張し、クライアント(Web ブラウザ)から Web サーバ上

のファイルやフォルダを管理できるようにした仕様。 

 

以上 

 

【フリービット株式会社について】 

フリービットは、独創的なインターネット技術と事業企画力により、お客様のビジネスを強力に推進

する「インターネットビジネス支援事業」を行っております。特許取得技術を含む最先端のテクノロ

ジーと市場のニーズを先取りするマーケティングを組み合わせることで、他の追随を許さない画期

的なネットワークサービスを展開。「IT 時代のものづくり」に取り組み、継続的に新たな価値の創造

に努めております。 

■ブロードバンド化事業 

インターネット接続事業者へのネットワークインフラを提供し、提供社数ベースでは国内トップシェ

アを誇ります。 

■ユビキタス化事業 

ユビキタスネットワーク関連市場において、フリービットではあらゆる機器、アプリケーション間 

でダイレクトかつ安全・安心な通信環境を実現する独自技術「Emotion Link」をベースに、様々なユ

ビキタスネットワークサービスの開発・提供を推進しております。 

弊社 HP：http://www.FreeBit.com/ 

 

【報道関係者からのお問い合わせ】 

フリービット株式会社 広報担当／中村 

Mail: Press@FreeBit.net 電話番号：03-5459-0522 

 

※「iPhone」「iPod touch」は、Apple Inc.の商標です。 


