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IBM MaaS360 Content
Suite

モバイル・デバイスの文書を配布、保護、編集
主なメリット
•

企業文書をコンテナリゼーションによる
データ漏洩から保護

•

安全に BYOD をサポート、社員の生産
性や満足度を向上

•

個人データと企業データを分離

•

文書の配布を集中管理

•

モバイル・デバイスのコンテンツを表示、
作成、編集、保存

•

管理されているデバイスで文書を同期

•

iOS や Android のデバイスで一貫性が
あるシームレスなワークフローを体験

•

管理される文書を選択的にワイプ

•

ネットワークの負荷を低減させ、ダウンロ
ードのパフォーマンスや拡張性を向上

モバイル・デバイスで文書をコントロール、共有

社員は、外出先でもモバイル・デバイスでコンテンツにアクセスできる
ことを必要としています。ただし、会社にとっては、
こうした情報を保護
できる適切なコントロールがない場合、
これが重大なコンプライアンス
のリスクを招く恐れがあります。
会社は、
スマートフォンやタブレットで文書を配布、管理、保護するため
のシンプルで拡張性がある方法を必要としています。ユーザーは、外出
先でも同僚や顧客との間で、文書を表示、共有できる必要があります。
そして、必要とされているのは、モバイル・デバイスでの生産性の向上
やコラボレーションなどのメリットを享受しながら、データ損失という懸
念を解決し、それを防止する方法なのです。
IBM® MaaS360® Content Suite は、保護、暗号化されたコンテナや生
産性のツールを提供することで、モバイル・デバイスでの文書の配信、
表示、共有を簡素化し、管理者には必要なコントロールを、社員には必
要なアクセスを提供します。
安全な共有の活用例は、販売、マーケティング、オペレーション、財務な
ど、組織内に限りなく存在します：
• まさに顧客との打ち合わせの直前に、

出先でも最後の瞬間に販売プ
レゼンテーションを確認し、変更を共有できます
• 飛行機に搭乗する直前に、
スプレッドシートで最新の財務情報でコラ
ボレーションを行うことができます
• カフェにいても、
同僚とマーケティング・メッセージに関するブレーン
ストーミングを行い、共有できます
• 四半期財務文書を取締役会へ配布し、
打ち合わせ後は文書が無効に
なるように設定できます
• 製品の資料について、
オンデマンドで販売チームと共有することで、
最新のデータシートや競合情報に対して機敏に対処できます
• 小売店舗にあるタブレットに、
最新の製品や在庫に関する情報がある
ことを確認できます
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IBM® MaaS360® Mobile Content
Management
•

•

•
•

•
•

i OS および Android デバイスのための直感的で、十分な内
容のエンタープライズ文書カタログ
アイコン、説明、
その他の詳細で、比類のないなユーザー・エ
クスペリエンスを提供
利用可能な文書の表示、
ダウンロードをユーザーに通知
Word、Excel、PowerPoint、
テキスト、PDF フォーマット、なら
びに Web、動画、
オーディオファイルなどを含む、一般的なフ
ァイルタイプで動作可能
同じ文書のさまざまなバージョンを管理
保護された、Web ベースのコンソールを使用

図 2: 文書を配布、どのユーザーがダウンロードしたかを MaaS360 コンソール
から追跡

IBM® MaaS360® Mobile Document Editor
•

•
•

•

 ンテンツを安全に作成、編集、保存。すべてを iOS や
コ
Android デバイスの暗号化されたコンテナで
Word、
Excel、
PowerPoint、
テキストファイルでコラボレーション
フォントの変更、画像、
テーブル、
リンクなどその他多数を挿
入可能
文書内で検索を実行

図 1: モバイル・デバイス上のエンタープライズ文書カタログ

文書ライフサイクル管理
•
•

•
•

•
•

 書管理ワークフローのベストプラクティスを適用
文
over-the-air で、すべてのユーザー、ユーザーのグループ、個
別のデバイスへ、文書を配布し、
ダウンロードを追跡
暗号化されたコンテナでコンテンツを安全に表示
IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail 経由でコンテンツにア
クセスし、SharePoint、Windows File Share、Box、OneDrive
for Business、Google Drive、IBM Connections などの企業フ
ァイルや Content Management Interoperability Services
(CMIS) リポジトリを共有します。
文書の削除について、時間に基づく有効期限を設定

図 3: MaaS360 Mobile Document Editor で、コンテンツを作成、編集、保存

更新された文書インベントリを継続的に参照
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IBM® MaaS360® Mobile Document Sync

文書のコンプライアンスおよび強制

•

•

•

•

•

 理されているデバイスに渡って、ユーザーコンテンツを
管
シームレスに同期
管理されているデバイスに渡って、
データのコピー/貼り
付けを制限
他のアプリケーションで開かれている、
あるいは共有され
ているコンテンツをブロック
クラウドおよびデバイスの両方で、
コンテンツを安全に保存

•
•
•
•

•

 ェイルブレイクやルートデバイスへのアクセスを制限
ジ
自動化された強制アクションを設定可能
違反に関するアラートを自動的に受信
自動または手動での介入で、即座に対処
メール・アクセスをブロック、ネットワーク・リソースを制限
(例、VPN なし)、配布した文書のリモート・ワイプを実行
文書、
ユーザー、
デバイスに関する掘り下げたレポートの表示

				
				

図 4: MaaS360 Mobile Document Sync で、管理されているデバイスに渡るコ
ンテンツの作業が可能に

				

図 6: 文書のセキュリティ設定の例

文書セキュリティ
•

•
•
•
•
•

•

 れぞれの文書に対して、固有のセキュリティ・ポリシー
そ
を簡単に設定可能
必要な認証を可能にする
ネイティブなデバイス暗号化を使用して、
機密データを保護
自動ダウンロードや、Wi-Fi のみでのダウンロードを指定
コンテナ外での共有、印刷、
コピー、貼り付けを制限
文書のプレビューを非表示にし、
ダウンロード後の削除
を防止
デバイスのコンプライアンスチェックを強制する

エンタープライズ文書コンテナ

	MaaS360 Content Suite は、
コンテンツの表示や共有のた
めの統合的で、保護されたオフィス生産性ツールです。

エンタープライズ文書カタログ

	iOS および Android デバイスのための直感的なエンタープ
ライズ文書カタログ

文書ライフサイクル管理

	
管理者が文書を配布、更新、管理、保護するためのプラット
フォームです。ユーザーは、モバイル・デバイスで、文書を安
全に表示、共有することができます。

MaaS360 Mobile Document Editor

	iOS および Android デバイスで、文書の作成、編集、保存を
行うオフィス生産性アプリケーション

MaaS360 Mobile Document Sync

	
管理されている iOS デバイスで、ユーザーが簡単かつ安全
にコンテンツを同期させることができる時間節約のための
ソリューション

図 5:文書ポリシー・オプションの例
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文書セキュリティ
	
広範なオペレーションおよびセキュリティの管理が可能
な、暗号化された文書のコンテナ

文書のコンプライアンスおよび強制

	
データ損失防止コントロールで、承認されていない配布
から文書を保護

IBM® MaaS360® Content Service

	
グローバルに最適化されたコンテンツ配信ネットワーク
で、企業文書をホストおよび配布するためのオプション
	
既存のサービスとの統合
	
MaaS360 Secure Mobile Mail および
SharePoint、
Windows File Share、
Box、
OneDrive for
Business、
Google Drive、
IBM Connections などの 企業ファ
イルやその他の Content Management Interoperability
Services (CMIS) リポジトリをシームレスに統合
IBM MaaS360 の詳細と 30 日間の無料トライアルのご利
用については、次の Web サイトをご覧ください:
www.ibm.com/maas360
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