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MaaS360® モバイル・デバイス管理

インスタント・モバイル・
デバイス管理

MaaS360 は、iPhone、iPad、Android、Kindle 
Fire 端末、Windows Phone、BlackBerry スマー

トフォンなど、今日のモバイル端末のエンド・

ツー・エンド管理に欠かせない機能を網羅し

た使いやすいクラウド・プラットフォームです。

MDM の要点
•	 SMS、E メール、または URL のオーバー

ザエア (OTA) 登録

•	 パスコードと暗号化の強化

•	 E メール・プロファイル、VPN プロファイル、

および Wi-Fi プロファイル

•	 デバイス制限設定

•	 リモート・ロック/ ワイプ（全体もしくは

一部選択）、位置管理

•	 jailbroken/rooted の検出

•	 ポリシーの更新および変更

•	 コンプライアンス報告

包括的なデバイス管理
•	 E メール・アクセス制御

•	 企業ディレクトリー統合

•	 証明書管理

•	 BYOD プライバシー設定

•	 イベントベースのルール・エンジン

•	 アプリの管理および配布

•	 セキュアなドキュメント共有

•	 モバイル・コスト管理

MaaS360 のモバイル・デバイス管理 (MDM) は、スマートフォンやタブレットでエンター

プライズ・アクセや企業データをセキュアに利用できるよう、迅速かつ包括的にデバ

イスを構成します。構成はすべて単一画面から行えます。

完全に統合されたクラウド・プラットフォームとして、MaaS360 はモバイル・デバイス

やアプリケーションおよびドキュメントを統合されたクラウド・プラットフォーム上に

高速に展開し、可視化および制御を実現します。

展開は短時間で完了できます。ほんの数クリックで IT 管理者はデバイスの登録を開

始でき、モバイル・デバイスの登録からエンタープライズ統合、構成および管理、監

視およびセキュリティー、サポート、分析および報告に至るまでのライフサイクル全体

の管理をただちに実現できます。

MDM の課題を解決
•	 セキュリティーおよびコンプライアンスの強化

•	 モバイル資産管理運用コストの抑制

•	 アプリケーションおよびパフォーマンスの管理強化

•	 ワークスタイルの変革によるビジネスの推進

•	 生産性および従業員満足度の向上 

MaaS360 の強み
•	 実績あるクラウド・ベースのモビリティー管理アプローチ

•	 モバイル・ライフサイクル全体を強力に管理／保護

•	 すべての既存インフラストラクチャーとシームレスに統合可能

•	 シンプルかつ高速な展開を可能としながら抜群の機能性
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     迅速なモバイル・デバイス登録

MaaS360 のモバイル・デバイス管理は、プラットフォームの設定お

よびデバイス登録プロセスを合理化し、IT 部門と従業員の負担を

軽減します。

•	 容易な MDM サービスの選択およびデバイス登録設定

•	 SMS、E メール、またはカスタム URL を使用した登録リクエ

ストの OTA 送信

•	 1 回限りのパスコードまたは SAML による Active Directory/
LDAP 認証

•	 カスタマイズした利用規約および使用許諾書の作成および

配布

•	 企業所有デバイスおよび従業員所有 (BYOD) デバイスの登録

•	 デバイスの個別登録またはバルク登録の手ほどき

•	 デフォルトのデバイス・ポリシー設定の適用または変更

モバイル・デバイスとエンタープライズ・シス
テムの統合が容易に実現可能

MaaS360 Cloud Extender の使用により、オンプレミス・サーバーや

ネットワークの再構成が不要となり、簡単で直接的なエンタープラ

イズ・システムの統合が可能になります。

•	 エンタープライス・システムにアクセスしているデバイスの即

時検出

•	 Microsoft Exchange、Lotus Notes、Microsoft Office 365 との

統合

•	 既存の Active Directory/LDAP および認証局の活用

•	 BlackBerry Enterprise Server (BES) ポリシーの管理

•	 堅牢な Web API を通じた異なる OS との接続

 モバイル・デバイスの集中管理

MaaS360 は、複数のプラットフォームに対する一元化されたポリ

シーおよびコントロールを提供し、スマートフォンおよびタブレット

用の共通モバイル・デバイス管理コンソールを備えています。

•	 OTA による E メール、カレンダー、連絡先、Wi-Fi および 
VPN プロファイルの設定

•	 ネットワーク上の新規モバイル・デバイスの承認または隔離

•	 カスタム・グループの作成によるきめ細やかな管理

•	 パブリック・アプリケーションおよび企業アプリケーションの

配布および管理

•	 ドキュメントおよびコンテンツのセキュアな共有 / 更新

•	 MaaS360 内で立場に合わせたポータルアクセス管理権限を

定義

•	 企業データおよび MDM 制御の削除によるデバイスの登録 
解除

  モバイル・デバイスのプロアクティブなセキュリティー

MaaS360 は、動的なエンド・ツー・エンドのセキュリティーおよび

コンプライアンス管理機能により、デバイスを継続的に監視して、

必要に応じた適切なアクションを実行します。

•	 パスコードの長さ、文字種、有効期限等ポリシーの適用

•	 暗号の強制およびパスコードの表示

•	 機能、アプリケーション、iCloud およびコンテンツ・レーティ

ングに対するデバイス制限の設定

•	 脱獄またはルート取得したデバイスを検出および制限

•	 紛失または盗難に遭ったデバイスに対するリモートからの位

置確認、ロックおよびワイプ

•	 個人データはそのままに、企業データを選択的にワイプ

•	 コンプライアンス・ルールを、リアルタイムに端末へ反映

•	 ジオフェンシング・ルールの有効化によるロケーション・ベー

スのコンプライアンスの実施

モバイル・デバイス管理サポートの合理化

MaaS360 は、デバイス、ユーザー、またはアプリケーションの問

題を Web ベースのポータルからリアルタイムに診断 / 解決します。

完全なＩＴの可視化および制御を実現し、最大限のモバイル・ユー

ザー生産性を提供します。

•	 問題の診断および解決のためのデバイス・ビューへのアクセス

•	 紛失または盗難に遭ったデバイスの位置確認

•	 忘れたパスコードのリセット

•	 デバイスへのメッセージ送信

•	 構成設定のリアルタイム更新

•	 セルフサービス・ポータルによるユーザーの自己解決支援

モバイル・デバイスの監視と報告

MI360 ™ のダッシュボードは、対話形式、グラフィカルなモバイル・

デバイス管理操作およびコンプライアンスを提供し、企業全体のリ

アルタイムなレポートを実現します。

•	 詳細なハードウェアおよびソフトウェアのインベントリー・レ

ポート

•	 構成および脆弱性の詳細

•	 機種属性をまたいだ統合スマート検索機能

•	 カスタマイズ可能なウォッチリストによるアラートの追跡およ

び受信

•	 BYOD プライバシー設定により個人を特定できる情報の収集

をブロック

•	 リアルタイムなデータ使用量およびモバイル・コストの監視

とアラート

本文書中に特集または参照されているすべてのブランドおよびその製品は、 
各所有者の商標または登録商標であり、そのように表記する必要があります。

詳細情報

弊社の技術およびサービスの詳細については、www.maaS360.com をご参照
ください。
お問い合わせは、IBM ビジネスパートナー、製品販売店、弊社営業担当員 
または、ソフトウェア・ダイレクト（0120-550-210）へ。
受付時間 : 平日 9 時 30 分～ 12 時 /13 時～ 17 時 30 分（土曜日、日曜日、祝日、 
12 月 30 日～ 1 月 3 日を除く）


