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企業データを保護するモバイルコンテナ
主なメリット
•

表示および共有のための強固な生産性
向上ツールのセット

•

BYOD を安全にサポート

•

個人データと企業データを分離

•

機密データ漏洩のリスクを軽減

•

シングルサインオンの認証を利用

•

オンラインおよびオフラインでのコンプラ
イアンスチェックを可能に

•

スイートコンテナ、アプリケーションコン
テナ、エンタープライズ・プロファイル、
デバイス全体をワイプ

•

iOS、Android、Windows Phone で一貫
性があるシームレスなワークフローを実
現

•

きめ細かい管理コントロール、対話型で
グラフィカルなレポート

仕事とプライベートを分離

IBM® MaaS360® Productivity Suite は、
「個人所有機の持ち込み可」
(BYOD)時代のデータの分離や保持のための統合的なクロスプラット
フォームのソリューションです。従業員が、
スマートフォンやタブレット
でのモバイル・エクスペリエンスを維持しながら、企業データに安全に
アクセスするのに役立ちます。
MaaS360 Productivity Suite は、データ損失リスクに関する重大な懸念
を解決します。認証や承認によって、許可された有効なユーザーだけが
機密データにアクセスできます。データフローをコントロールするセキ
ュアなコンテナ・ポリシーで、ユーザーによる共有、添付の転送、
コピー
や貼り付けを制限できます。紛失、盗難、侵害されたデバイスを選択的
にワイプして、セキュアなコンテナ、その他の企業アプリケーション、デ
ータ、
プロファイルを削除することができます。

デュアル・ペルソナの体験

MaaS360 Productivity Suite は、一貫性があるシームレスなワークフロ
ーを備えている、強固なデータ損失防止ソリューションです。

デュアル・ペルソナのアプローチを採用し、ユーザーが仕事で必要とす
る情報を 1 つの保護された場所で保持します。すべての電子メール、連
絡先、
カレンダー、
アプリケーション、
ドキュメント、Web を、誰が所有し
ているかに関わらず、モバイルデバイス上の専用ワークスペースから管
理できます。
適所に制御を配置して、仕事とプライベートを分離できるように、デバ
イスの他の部分に影響を与えない、
このセキュアなコンテナを管理する
ことができます。
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図 1:さまざまなデバイスタイプに応じたセキュリティおよび生産性

外出先でも、MaaS360 Productivity Suite

•
•

iOS、Android、Windows Phone 向けの MaaS360 Productivity
Suite には、特に従業員が所有しているデバイスで、外出先で
もワークスペースを安全で保護されたものとするために必要
なモバイルソリューションがあります。
スピードならびにセキ
ュリティを重視した設計で、ユーザーが期待するシンプルで、
簡単な使用体験を提供します。

•

添付の保存、改訂の作成、文書の送信が可能
転送、他のアプリケーションへの移動、
コピー、貼り付け、
画面のキャプチャを制限
電子メールの外部であっても、添付を選択的にワイプ可能

IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail
電子メール、
カレンダー、連絡先用の直感的なオフィス生産
性向けアプリケーションです。
•

•
•
•
•

電子メール、
カレンダー、連絡先を管理する強固な PIM ア
プリケーション
コンテナで電子メール (本文および添付の両方) を管理
FIPS 140-2 準拠の, AES-256 暗号化を採用
Office 365 や Gmail などのクラウド電子メールをサポート
電子メールにアクセスする前の、認証ならびにオンラインお
よびオフラインでのコンプライアンスチェックを可能に

				

図 2:MaaS360 コンテナ、MaaS360 Secure Mobile Mail
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IBM® MaaS360® Secure Mobile Browser
企業イントラネット・サイトへのアクセスを保護し、
コンテン
ツ・ポリシーによるコンプライアンスを強制できるように設
計された、強固な Web ブラウザー

IBM® MaaS360® Mobile Application Security
強固なオペレーションやセキュリティの管理で、
データ漏洩に
対して保護できるモバイル・アプリケーション・コンテナです。
•
•
•

•
•
•

•

必要な認証を可能にする
デバイスのコンプライアンスチェックを強制する
コピーおよび貼り付け、ならびにローカルやクラウドのデー
タのバックアップを制限する
コンプライアンス違反をほぼリアルタイムで通知する
自動化されたコンプライアンス強制アクションを設定可能
使いやすいアプリケーション・ラッパーや、統合のための
SDK を提供
企業データへのアクセスを保護する、
アプリケーション・レベ
ルでのトンネリング (非 VPN)

•

•

•

•

•
•
•

•

VPN なしでも、企業イントラネット・サイトへ安全にアクセ
ス可能
SharePoint、JIRA、内部 wiki、
レガシー ERP システムをモバ
イル対応へ
スキャンエンジンやレピュテーションデータベースを使用し
て、既知の悪意のある Web サイトをブロック
60 を超えるカテゴリ、数百万の URL によって、URL セキュ
リティを定義
URL カテゴリの選択で、許可、
ブロック、追跡
Cookie、
ファイルのダウンロード、
コピー、
貼り付け、
印刷を制限
テキストまたは HTML による違反通知を、ユーザーや管理
者へ送信
監査証跡付きでポリシー違反の詳細レポートを表示

図 3:MaaS360 Mobile Application Security によるアプリケーションポリシーの選択

図 4:MaaS360 Secure Mobile Browser の Web URL カテゴリ・フィルタリング

IBM Security 詐欺防止ソリューションの詳細については、
日本IBM 営業担当員または IBM ビジネス・パートナーにお
問い合わせいただくか、次の Web サイトをご覧ください。
ibm.com/security.
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