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IBM MaaS360 Mobile
Device Management for
Windows Phone

Windows Phone デバイス、
アプリ、文書を供給、
管理、保護
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

•

電子メール、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
で設定し、速やかに出発できます

•

Windows Phone 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

あなたの同僚が必要とするデバイスを管理

IBM® MaaS360® Mobile Device Management for Windows Phone は、
over-the-air でのデバイスの登録、企業ポリシーの設定、デバイス/ユー
ザー/アプリのサポート、モバイル IT 環境全体の監視やレポートがで
きる、Web ベースのコンソールです。MaaS360 Mobile Device
Management は、Microsoft Mobile Device Management (MDM) API
およびプッシュ通知サービスを使用しています。
MaaS360 では、強固なエンタープライズ・モビリティ管理 (EMM) を簡
単に可能にできます。ユーザーの数が 10 ユーザーであれ、100,000 ユ
ーザーであれ拡張が可能であり、円滑に既存の企業システムと統合で
きます。
MaaS360 なら、個人および会社のどちらの所有であっても、最終的に最
新のデバイスに「イエス！」
と言えます。

Windows Phone は、2019 年までに、
スマートフ
ォンの市場シェアの 5 パーセントを超えるで
しょう
- IDC Worldwide Mobile Phone Tracker1

IBM セキュリティー
データシート

必要な可視性とコントロールを獲得

ポリシーの設定および配布

MaaS360 Mobile Device Managemen for Windows Phone
は、企業で統一的に Windows デバイスを活用する場合に IT
部門のスタッフが必要とする可視性やコントロールを提供し
ます。MaaS360 Mobile Device Managemen は、Windows
Phone 7 および 8+ のデバイスを含めて、Windows Phone
の最新リリースをサポートしています。

•
•

見識を獲得したり、
アクションを実行したり、ポリシーの設定や
配布、
アプリや文書の管理を行うためのツールをすぐに入手
できます。

•

•

見識の獲得
•
•
•
•

•
•

 ーカーおよびモデル
メ
シリアル番号
オペレーティング・システム
現在のコンテナ
–– MAC アドレス
場所情報
デバイス ID (IMEI、電子メールアドレス)
–– 画面の言語
–– 画面の解像度
–– ファームウェアのバージョン
–– インストールされているプロファイル
–– MSFT プッシュ通知
–– 会社のハブ

図 1:Windows Phone デバイスのポリシー設定

アクションの実行
•
•
•

•
•
•

パスコード要求を強制
 キュリティ設定や制限の設定
セ
–– デバイスの暗号化を強制
–– SD カードを無効にする
–– 新しいパーソナル支援、Cortana
–– 近距離無線通信 (NFC)
–– コピー/貼り付け
–– カメラ、場所サービス
電子メール設定
–– IMAP および POP
Exchange ActiveSync 設定の構成および配布

 ンデマンドでのデバイス詳細の更新
オ
紛失したデバイスの全面的ワイプを実行する
社員が所有するデバイスで、個人的データは維持しながら、
企業データを選択的にワイプする
デバイスへのメッセージの送信
最後に分かっている場所を探す
Windows Phone ポリシーの変更
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アプリケーション・カタログ

エンタープライズ・アプリの管理可能性：IBM MaaS360
Mobile Application Management to Windows Phone のデバ
イスによって配布されたモバイル・アプリは、管理可能になり、
管理可能性を高めながら、
アプリの展開を簡素化することが
できます。

•
•
•
•
•
•

•

	MaaS360 Mobile Device Management なら、Windows
Phone デバイス、
アプリ、データの管理を支援できます。
MaaS360 プラットフォームは、新しいモバイル OS のリリ
ースやアップグレードを公開当日にサポートできます。

アプリの配布と会社のハブ
「自社製」

アプリの配布
アプリの更新を公開
アプリのホワイトリストまたはブラックリストへの登録
サイレントなアプリのインストール
アプリやデータを、選択的または全面的なワイプ操作の一
部としてオンデマンドで削除
ユーザーがデバイスで MDM プロファイルを削除した場
合、会社のアプリを自動的に削除

	MaaS360 Mobile Device Management は、Windows
Phone 7 および 8+ のデバイス・ファミリーを含めて、
Windows Phone の最新リリースをサポートします。

Windows Phone のサポート
•

•
•
•
•

•
•

図 2:アプリは、アプリ・カタログにロードされ、そこからユーザーへ配布されます

•
•
•
•

•
•

•

Microsoftのあらかじめパッケージ化されているデバイス
管理クライアントを使用して、over-the-air (OTA) で登録
パスコードを要求し、
そのクオリティを指定
デバイスの暗号化を強制
SD カードの無効化
Exchange ActiveSync のポリシーを設定、配布
–– SCEP 認定
Wi-Fi ポリシーの設定および配布
以下を含む、
デバイスの制限を設定：
–– Cortana、場所サービス、NFC、
カメラ、Bluetooth、
画面キャプチャ
IMAP/POP 電子メール設定の構成
アプリケーションのホワイトリスト/ブラックリスト
サイレントにアプリケーションをインストール
ネットワーク制限の設定、以下を含む：
–– Wi-Fi、
データ・ローミング、
インターネット共有、携帯
電話での VPN
OS バージョンに応じたコンプライアンス・ルールの設定
会社のハブを使用して、企業アプリおよび公開アプリの両
方を配布
ヘルプデスク・サポートのアクション：デバイスを探す、
デバイスにメッセージを送信する、など

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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