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IBM MaaS360 Secure
Mobile Mail

モバイル･デバイスでエンタープライズ・メール
をコントロール
主なメリット

会社のメールへの保護されたアクセス

IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail は、
メール、
カレンダー、連絡先用
の保護されたオフィス生産性向けアプリケーションであり、個人用デバ
イスでのモバイル・エクスペリエンスを維持しながら、従業員が同僚と
安全にコラボレーションを行えます。

•

BYOD を安全にサポート

•

個人データと企業データを分離

•

機密データ漏洩のリスクを軽減

•

シングルサインオンの認証を利用

•

オンラインおよびオフラインでのコンプラ
イアンスチェックを可能に

•

メール・コンテナ、エンタープライズ・プロ
ファイル、デバイス全体をワイプ

•

シンプルで、直感的なユーザー・インター
フェースで、社員の仕事をスローダウン
させません

認証や承認によって、許可された有効なユーザーだけが機密のメール
やデータにアクセスできます。データフローをコントロールするポリシ
ーで、ユーザーによる共有、添付の転送、
コピーや貼り付けを制限でき
ます。紛失、盗難、侵害されたデバイスを選択的にワイプして、セキュア
なコンテナ、保護されているメール・コンテナ、すべての添付やプロファ
イルを削除することができます。

•

MaaS360 は、機密のメール・データには
アクセスしません

メール保護の適切なアプローチを選択

•

メール・データとインラインでないので、
パフォーマンスに影響せず、停止のリス
クもありません

IBM® MaaS360® Productivity Suite の基本的コンポーネントとして、デ
ータ損失リスクに関する重大な懸念を解決します。

他のソリューションは、
メールの流れの中断、添付の削除、別のアプリケ
ーションのロードによってメールを保護しています。
しかしながら、
こう
したアプローチは、ネイティブなメール・クライアントや、単に文書を表
示するだけのスタンドアロン・アプリケーションの間でのユーザー・エク
スペリエンスを支離滅裂にしてしまいます。
これに対して、MaaS360 Secure Mobile Mail は MaaS360 Productivity
Suite とシームレスに連携して、すべてのメール、
カレンダー、連絡際、
ア
プリケーション、文書、Web を、モバイル・デバイス上の分離されたワー
クスペースで管理します。
そのため、ユーザーは、
メールの処理から、文書の閲覧、編集、共有ま
で、一貫性があるユーザー・エクスペリエンスを維持できます。
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強固な個人情報管理 (PIM) アプリケーション

データ損失を強力に防止

•

•

•
•
•
•

•

メール、
カレンダー、連絡先を保護
認証を提供し、
許可されていないメール・アクセスをブロック
メールや添付をコンテナでコントロール
添付を直接アプリケーションで表示
表示だけでなく、
コンテンツの作成、編集、保存、共有を暗号
化された IBM® MaaS360® Content Suite で実現
Word、Excel、PowerPoint、
テキスト、PDF フォーマットなど
の一般的なファイルを操作可能

•
•
•
•
•

ファイルのコピー、移動場所をコントロール
他のアプリケーションへの転送、移動を制限
コピー、貼り付け、画面のキャプチャを無効化
メールの添付だけなく、
メールの本文も保護できます
デバイスのコンプライアンスチェックを強制する
電子メールの外部であっても、
コンテナや添付を選択的にワ
イプ可能

図 1: コンテナ、受信ボックス、メールのデバイスでの表示例
図 2: MaaS360 Secure Mobile Mail のセキュリティ設定の例
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インフラストラクチャーとの統合が簡単
•
•
•
•

•
•

会社のメールを含める

既存の Exchange ActiveSync インフラストラクチャー上に構築
Active Directory を使用して、認証や承認を簡素化
Office 365 や Gmail などのクラウド電子メールをサポート
強固な電子メール・セキュリティを、
メール・データとはインラ
インではないデバイスレベルで統合
MaaS360 は、機密のメール・データにはアクセスしません
パフォーマンスや停止のリスクが増えることはありません

	
メールは、依然としてスマートフォンやタブレットでの必
須のアプリケーションですが、同時に組織のモバイル・セ
キュリティやコンプライアンス・ポリシーにとっての課題
でもあります。
	MaaS360 Secure Mobile Mail は、ビジネスメールや添付
を保護することで、社員の外出先での生産性を維持しな
がら、企業データの漏洩を防ぎます。

主な特長
•

•

•

•

•
•
•

•

•

図 3: MaaS360 と IT システムの統合の概要

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

継続的なセキュリティのアラート、報告
•
•
•
•

メール (本文と添付の両方)、
カレンダー、連絡先をコ
ンテナで保護
認証を有効化し、許可されていないメール・アクセス
をブロック
メールへのアクセスの前に、
オンラインおよびオフラ
インでコンプライアンスチェックを実施
iOS と Android の両方で、FIPS 140-2 準拠の
AES-256 暗号化を使用
添付を直接アプリケーションで表示
ファイルのコピー、移動場所をコントロール
転送、他のアプリケーションへの移動、
コピー、貼り付
け、画面のキャプチャを制限
電子メールの外部であっても、添付を選択的にワイ
プ可能
コンテンツの保存、表示、編集、共有は MaaS360
Content Suite 内で行われます

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
コンプライアンス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
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

図 4: MaaS360 セキュリティ・レポートの例
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