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IBM MaaS360 Mobile
Device Management
最新のモバイルデバイスを保護、管理
主なメリット
•

 一のコンソールで、デバイスを供給、
単
保護、管理

•

 子メール、カレンダー、連絡先、Wi-Fi
電
や VPN のプロファイルを無線通信経由
で設定し、速やかに出発できます

•

iOS、Android、Windows
Phone、BlackBerry のモバイル・オペレ
ーティングシステムの最新リリースを発
売日から利用可能

•

デバイスのパスコード要求や、感染デバ
イスのブロックなどの自動化されたコン
プライアンスアクションで、セキュリティポ
リシーを設定、強制

•

強固なダッシュボードやレポートの活用
で、企業デバイスと個人用デバイスの両
方を管理

IBM® MaaS360® Mobile Device Management は、
エンタープライズアク
セスのための設定、
スマートフォンやタブレットにある企業データの保護
などを単一画面でできる高速で完全な機能を備えたソリューションです。
強固で、統合的なクラウド対応プラットフォームである MaaS360 は、
モバイルデバイス、
アプリケーション、文書に渡る迅速な展開、可視性、
コントロールで、モバイルデバイス管理 (MDM) を簡素化できます。
展開は、極めて迅速です。ほんの数クリックで、IT 管理者はデバイスの
登録を開始し、導入から、エンタープライズ統合、設定や管理、監視や
セキュリティ、サポート、分析やレポートまでのモバイルデバイスのライ
フサイクル全体の迅速な管理を実現できます。

MDM の課題を解決
•
•
•
•
•

 キュリティおよびコンプライアンスを強化
セ
モバイル資産のサポートコストを低減
アプリケーションおよびパフォーマンスの管理を向上
より良いビジネス継続性を保証
生産性および従業員の満足度を向上

MaaS360 を採用する理由
•
•
•
•

 証済みのエンタープライズ・モバイル管理へのアプローチ
実
強力な管理とセキュリティで、
モビリティのライフサイクル全体をカバー
既存のインフラストラクチャーと簡単に統合
卓越したカスタマー・エクスペリエンスで、簡単かつ迅速
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図 1:さまざまなデバイスでの MaaS360 の例

モバイルデバイスを迅速に登録

モバイルデバイスを企業システムと統合

MaaS360 Mobile Device Management は、
プラットフォームの
セットアップやデバイスの登録プロセスを効率化し、IT 部門
および従業員の活動を簡素化します。
•
•

•

•
•

•
•

MaaS360 Cloud Extender を使用すれば、オンプレミスのサー
バーやネットワークの再設定なしで、企業システムを簡単に統
合できます

MDM サービスを選択し、
デバイス登録を設定
SMS、電子メール、
カスタム URL を使用して、登録リクエス
トを over-the-air (OTA) で送信
ワンタイム・パスコードや SAML を使って、Active
Directory/LDAP で認証
カスタマイズされた使用許可ポリシーや EULA を作成、
配布
企業および個人が所有する Bring Your Own Device
(BYOD) を登録
個別または一括のデバイス登録を開始
デフォルトのデバイスポリシー設定を適用または修正

				

•
•

•
•
•

`
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 業システムにアクセスするデバイスを瞬時に検出
企
Microsoft Exchange、
Lotus Notes、
Microsoft Office 365、
Gmail と統合可能
既存の Active Directory/LDAP や認証機関を利用して構築
Manage BlackBerry Enterprise Server (BES) ポリシー
強固な Web API で、他の業務システムとも接続可能
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モバイルデバイスを集中管理

モバイルデバイスを監視、
レポート

MaaS360 は、複数のプラットフォームに渡るポリシーやコント
ロールを集中管理し、
スマートフォンやタブレットのための統
合的デバイス管理コンソールを提供します。
•

•
•
•
•
•

•

Mobility Intelligence™ ダッシュボードは、モバイルデバイ
ス管理のオペレーションやコンプライアンスに関するイン
タラクティブでグラフィカルなサマリーを提供し、IT 部門
がオンデマンドで全社的な報告を行えるようにします。

 子メール、
電
カレンダー、連絡先、Wi-Fi や VPN のプロファ
イルを無線通信経由で設定
新しいモバイルデバイスを、
ネットワークを通じて承認、隔離
カスタムグループの作成で、
きめ細かい管理を実現
公開および社内用アプリケーションを配信、管理
文書やコンテンツを安全に共有、更新
MaaS360 Mobile Device Management で、役割に基づく管理
ポータルへのアクセス権を定義
企業データや MDM コントロールの削除で、
デバイスを破棄

•

•
•

•
•

•

予防的にモバイルデバイスを保護

MaaS360 Mobile Device Management は、動的、強固なセキュ
リティおよびコンプライアンスの管理機能で、デバイスを継続
的に監視し、対処します。
•
•
•

•
•
•
•

•

簡便なモバイルデバイス管理

MaaS360 Mobile Device Management は、iPhone、iPad、
Android、Kindle Fire、Windows Phone、Windows 10、
BlackBerry などのスマートフォンやタブレットを含む、最新
のモバイルデバイスをライフサイクル全体に渡って管理で
きる必須機能を備えた、使いやすい MDM プラットフォー
ムです。

 質、長さ、期間が設定可能なパスコードポリシーを要求
品
暗号化やパスワード表示設定を強制
機能、
アプリケーション、iCloud、
コンテンツ評価について、
デ
バイス制限を設定
ジェイルブレイクデバイスやルートデバイスを検出、制限
紛失または盗難デバイスをリモートから探し、
ロック、
ワイプ可能
個人用データを残したまま、
企業データを選択的にワイプ可能
自動化されたアクションで、ほぼリアルタイムのコンプライ
アンスルールを実装
ジオフェンシング・ルールを有効にして、場所に基づくコンプ
ライアンスを実施

MDM の必須機能
•
•
•
•
•

MDM サポートの効率化

•

MaaS360 Mobile Device Management は、Web ベースのポー
タルで、デバイス/ユーザー/アプリケーションの問題を診断、
解決する機能を備え、IT に関する詳細な可視性やコントロー
ルを提供し、最適なモバイルユーザーの生産性を推進します。
•
•
•
•
•
•

•
•

SMS、電子メール、URL の over-the-air (OTA) 登録
パスコードおよび暗号化の強制
電子メール、VPN および VPN のプロファイル
デバイス制限の設定
リモートからの探索、
ロック、
ワイプ (全面的および選択的)
ジェイルブレイクおよびルートの検出
ポリシーの更新および変更
コンプライアンス・レポート

強固なモビリティ管理
•
•

 バイスビューへのアクセスで、問題を診断、解決
デ
紛失または盗難デバイスを探す
忘れたパスコードをリセット
デバイスへのメッセージ送信
オンデマンドで構成設定を更新
セルフサービス・ポータルでユーザー自身によるヘルプを支援

				

 細なハードウェアおよびソフトウェアのインベントリレ
詳
ポート
構成および脆弱性の詳細
実質的にすべての属性に対して統合的にスマート検索で
きる機能
カスタマイズ可能な監視リストで、
アラートを追跡、受信
BYOD プライバシー設定で、個人を識別できる情報の収
集をブロック
最適化されたモバイル費用の管理で、継続的にデータ利
用を監視、警報

•
•
•
•

•
•

電子メールアクセスのコントロール
企業ディレクトリの統合
証明書管理
BYOD プライバシー設定
デバイスではなく、ユーザーに固有のペルソナポリシー
自動化されたコンプライアンスエンジンで、ほぼリアルタ
イムのアクション
場所の追跡およびジオフェンシング
ダッシュボードおよびアラート

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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