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IBM MaaS360 Mobile
Application Management

モバイル・アプリケーションの展開、管理、セキュ
リティを簡素化
主なメリット
•

 ンテナリゼーションで、エンタープライ
コ
ズ・アプリケーションを保護

•

従業員の生産性および満足度を向上

•

 eb ベースのコンソールで、モバイル・
W
アプリケーションを集中管理

•

BYOD を安全にサポート

•

機密データ漏洩のリスクを軽減

•

ポリシーおよび規制で、オンデバイスの
アクセス制御やコンプライアンスを実施

•

アプリケーション・カタログやマネージ
ド・アプリの選択的ワイプを実行

•

 め細かい管理コントロール、対話型で
き
グラフィカルなレポート

•

 ットワークの負荷を低減させ、アプリ
ネ
ケーションのパフォーマンスや拡張性を
向上

アプリケーションへの保護されたアクセスを提供

スマートフォンやタブレットが、生産性の向上でビジネスを変革し、
効率を改善し、顧客満足を高めています。ただし、モバイル・デバイスの
拡散では、依然として機密の企業データの保護が不十分なままであり、
特にこれは「個人所有機の持ち込み可」(BYOD)時代に顕著です。
もはや、
メールのコントロールや、
デバイスの管理だけでは足りません。
モバイル・アプリケーションは、モバイル・デバイスの真の可能性を明ら
かにします。

それでも、モバイル・アプリケーションは、データストレージに関する経
験不測、マルウェア、未承認のアクセス、暗号化の不足、同期によるデー
タ漏洩などから、企業セキュリティにおける脆弱性の原因となりつつあ
ります。
百万を超えるモバイル・アプリケーションが、社員によってインストール
され、
そのスマートフォンやタブレットで利用される可能性があります。1
企業は、個人および会社の両方が所有しているデバイスで行われてい
るビジネスにとって重要なモバイル・アプリケーションの配布、管理、
セキュリティについて力を持つ必要があります。
IBM® MaaS360® Mobile Application Management は、強固なセキュリ
ティや、
アプリケーションのライフサイクルに渡るオペレーションの管理
に対応できる、直感的なエンタープライズ・アプリケーション・カタログ
を提供して、モバイル・アプリケーションの管理を簡素化します。

「2017 年までに、25 パーセントの企業が、
PC やモバイル・デバイスで会社が認可した
アプリを管理するために、企業アプリストア
を持つでしょう」2				– Gartner
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エンタープライズ・アプリケーション・カタログ

モバイル・アプリケーションのライフサイクル管理

•

•

•
•

•
•

iOS、
Android、
Windows Phone 向けの直感的で、
カスタマイズ
可能なエンタープライズ・アプリケーション・カタログを提供
卓越したユーザー・エクスペリエンスを提供
ユーザーが利用可能なアプリケーションを表示、
インストー
ルすることを迅速に助け、
アプリケーションの更新を通知
公開および社内のアプリケーションの選択を配信
アプリケーションの管理、配布で、保護された Web ベースの
コンソールを使用

•

•
•
•

モバイル・アプリケーション管理ワークフローのベストプラク
ティスを活用
over-the-air (OTA) 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、
アプリケーションを配布し、
インス
トールを追跡
アプリケーションの更新を公開
アプリケーション・インベントリ・レポートを継続的に参照
Apple App Store、Google Play、Windows Phone Store など
の一般のアプリケーション・ストアとの統合でシームレスな
ワークフロー

図 2:MaaS360 ポータルでのアプリケーション・カタログの例

図 1:モバイル・デバイスでのエンタープライズ・アプリケーション・カタログの例
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IBM® MaaS360® Mobile Application
Security
•

•
•
•

•
•

	
エンタープライズ・モバイル・アプリケーション・
コンテナ

MaaS360 Mobile Application Management へのセキュリテ
ィ・アドオンとして、
シンプルなアプリ・ラッパーまたはソフト
ウェア開発キット (SDK) を使用
アプリケーションにアクセスする前に、ユーザーを認証
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
デバイスによる VPN を必要とすることなく、企業データへ
の保護されたアクセスを実現できるアプリケーション・レベ
ルのトンネリング

	MaaS360 Mobile Application Management は、強固なセキ
ュリティや、
アプリケーションのライフサイクルに渡るオペ
レーションの管理に対応できる、エンタープライズ・アプリ
ケーション・カタログを提供して、モバイル・アプリケーショ
ンの管理を簡素化します。

エンタープライズ・アプリケーション・カタログ

	iOS、Android、Windows Phone 向けの直感的で、
カスタマ
イズ可能なエンタープライズ・アプリケーション・カタログ

モバイル・アプリケーションのライフサイクル管理

	
公開および社内の両方のモバイル・アプリケーションを
配布、更新、管理、保護するプラットフォーム

MaaS360 Mobile Application Security

	MaaS360 Mobile Application Management に対するオプシ
ョンでのアドオンとして、組み込みのセキュリティ管理を備
えた、エンタープライズ・アプリケーション向けのモバイル・
アプリケーション・コンテナ

	
モバイル・アプリケーションのコンプライアンスおよび
強制

図 3:アプリケーションに対して設定可能なセキュリティ・オプションの例

	
ブラックリスト、ホワイトリスト、必須アプリケーションに対
するセキュリティ・ポリシー自動化された強制ルールで、管
理者へのアラート、
メールのブロック、ネットワーク・リソー
スの制限、
リモート・ワイプの実行を行います。

モバイル・アプリケーションのコンプライアンスお
よび強制
•

•
•

•

•

ブラックリスト、ホワイトリスト、設定が必要なアプリケーシ
ョン
デバイスでネイティブなアプリを制限 (例、YouTube)
ジェイルブレイクやルートデバイスへのアクセスを制限自動
化されたコンプライアンス強制アクションを設定可能
自動または手動での介入による簡単なアクションで、
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)、
リモート・ワイプを実行
セキュリティおよびコンプライアンスに関する履歴をグラフ
ィカルに表示

IBM® MaaS360® Content Service

	
グローバルに最適化されたアプリケーション配布ネットワ
ークで、エンタープライズ・モバイル・アプリケーションをホ
スト、配布するオプション

ボリューム購入プログラム

社員向けの大量アプリケーション・ライセンスをサポート

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.

図 4:デバイスへのインストールを防ぐために、アプリケーションをブラックリスト
化している例
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1主
 要なアプリストアで利用可能なアプリの数は、2014 年 7 月現在
Statista, http://www.statista.com/statistics/276623/number-ofapps-available-in-leading-app-stores/
2「Gartner Says That by 2017, 25 Percent of Enterprises Will Have an
Enterprise App Store,」Gartner Group Press Release, 2013 年 2 月12日,
http://www.gartner.com/newsroom/id/2334015

確実なセキュリティー体制への取り組みについて:IT システムのセキュリティーで
は、社内外の不適切なアクセスの防止策、検出、対応に取り組むことで、
システムと
情報を保護しています。不適切なアクセスにより、情報が改ざん、破壊、
または不正
流用される可能性があり、
システムへのダメージや他者への攻撃といったシステム
の悪用が生じることがあります。IT システムまたは製品によってセキュリティー対
策が万全になると考えることは危険であり、1 つの製品またはセキュリティー対策
で不正アクセスを完全に有効に防ぐことはできません。IBM のシステムと製品は、
包括的なセキュリティー・アプローチの一部として設計されています。
そのため、運
用手順を追加することがどうしても必要となり、効果を最大限に高めるには、他のシ
ステム、製品、サービスが必要になることがあります。IBM は、
システムと製品が他
者による悪意のある行為または不正行為から免れることを保証するものではあり
ません。
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