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IBM MaaS360 Gateway
Suite

エンタープライズ・システムとコンテンツの可能
性を解放
主なメリット
•

デバイスの VPN がなくても、セキュリテ
ィー保護された状態でモバイルから企業
データにアクセスすることが可能

•

SharePoint、Windows File Share、企業
イントラネット・サイトをモバイル化

•

エンタープライズ・システムへのアプリ内
VPNトンネルを使用

•

外出時でもコラボレーションを実現

•

認証、暗号化、DLP 制御など、堅固なセ
キュリティー・ポリシーで企業の機密デ
ータを保護

•

ネットワークまたはファイアウォールのセ
キュリティー構成を変更することなく、ア
クセスを提供

SharePoint、Windows File Share、
イントラネットをモ
バイル化

IBM® MaaS360® Gateway Suite は、ネットワーク、
ファイアウォール・セ
キュリティー構成、デバイスの VPN を変更することな
く、SharePoint、Windows Files Share コンテンツ、イントラネット・サイ
ト、
アプリ・データなど、
ファイアウォールで保護されたビジネス・リソー
スに簡単、安全にアクセスすることを可能にします。

認可、暗号化、
コンテナー化のポリシーでコンテンツを保護しながら、
外出先でもコラボレーションを行うことができます。IT 環境にハードウ
ェアを追加したり、LAN 外部のデバイスやサービスからのインバウン
ド TCP/IP 接続を使用したりすることなく、簡単にセットアップ、構成、
維持できます。

堅固なモバイル・エンタープライズ・コラボレーションを
実現

ユーザーはモバイル・デバイス上の IBM® MaaS360® Content Suite
または IBM® MaaS360® Secure Mobile Browser によって、SharePoint、
Windows File Share などから企業コンテンツのアクセス、表示、共有を
行うことができます。企業所有または個人所有のデバイスかは問わず、
ドキュメントの共同作業に出先で取り組めます。
MaaS360 Secure Mobile を使用すると、JIRA、内部 Wiki、
ナレッジベー
ス、
レガシー ERP システムなど、イントラネット・サイトや内部アプリの
可能性を安全に解き放つことができます。
データは、データ漏えい防止 (DLP: Data Leak Prevention) 制御機能の
ある、暗号化されたコンテナー内で保護されます。従業員が組織を辞め
た場合は、デバイスを選択的にワイプして企業データや企業アプリの
みを削除したり、完全にワイプしてデバイスを工場出荷時の設定に戻し
たりすることができます。
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図 1: モバイル・デバイス上の MaaS360 コンテナー、データ・リポジトリー、ドキュメント、イントラネット・サイトの例

外出先でもエンタープライズ・リソースにアクセス

認可および詳細アクセスを制御

•

•

•

•

•

IBM MaaS360 Gateway for Documents およびモバイル・デ
バイス上の MaaS360 Content Suite によ
り、SharePoint、Windows File Share などから企業コンテン
ツを取得、表示、編集、共有することが可能
企業所有のデバイスか個人所有のデバイス (BYOD) かを
問わず、
ドキュメントの共同作業を出先で行うことが可能
IBM MaaS360 Gateway for Browser および MaaS360 Secure
Mobile Browser を使用して、JIRA、内部 Wiki、
ナレッジベー
ス、
レガシー ERP システムなど、
イントラネット・サイトや内
部アプリケーションの可能性を安全に解放
IBM MaaS360 Gateway for Apps により、エンタープライズ・
システムとアプリ・データベースへのアプリ内 VPN トンネル
を実現

•
•
•

企業の機密データの流出を抑制
•
•

•

システムと容易に統合
•
•

•
•

•

IT 環境へのハードウェアの追加は不要
デバイス VPN は不要 (アプリ・レベルの「インスタント」
VPN)
ネットワークの変更は不要
LAN 外部のデバイスまたはサービスからのインバウンド
TCP/IP 接続は不要
ファイアウォールのセキュリティー構成は不要

				

 可されたモバイル・デバイスでのみ企業データを表示す
許
ることが可能
ゲートウェイとデバイス間の通信を完全に暗号化
組織内の個々のデバイスとユーザーを有効化またはブロック
選択したコンテンツとアプリケーションのみをパートナー、
請負業者、
コンサルタントなどに公開
 号化されたコンテナーでデータを保護
暗
詳細なポリシーを設定、適用して強力なモバイル・セキュリ
ティーと DLP 制御を提供
認証を実施し、認可を有効にすることで、部外者による機密
データへのアクセスを阻止
–– 企業データは必ず暗号化してからモバイル・デバイス
に格納
–– 紛失または盗難にあった場合、
デバイスと機密データ
を完全にワイプ
–– MaaS360 により、暗号化データを読み取ることなく、
ゲ
ートウェイとデバイス間のトラフィックを移動
–– モバイル・アプリケーション・サーバーがパブリック・イ
ンターネットに公開された際に発生する可能性のある
プローブや攻撃に対するネットワークの脆弱性を阻止
–– 不正アプリによる企業 LAN へのアクセスを許可する
可能性のある VPN の使用は不要
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モバイル・イントラネット・アクセス

	MaaS360 Gateway Suite は、SharePoint, Windows Files
Share、イントラネット・サイト、
アプリ・データベースなど
を、モバイルデバイスでモバイル・デバイス上のシームレ
スで保護されたアクセスのために解放して、出先での企業
コラボレーションを実現します。

主な特長

•
•

•
•
•
•
•

 バイル・デバイスの企業リソースに安全にアクセス
モ
SharePoint と Windows
File Share のコンテンツを表示および共有
イントラネット・サイトの情報を閲覧および取得
内部データベースへのアプリ内 VPN トンネルを有効化
FIPS 140-2 準拠の AES 256 暗号化コンテナーを使用
認証と認可を施行
コピー/貼り付け、個人アプリでのドキュメントの表示、印刷
および画面キャプチャへの制限など、DLP 制御を構成

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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