
管理された Office モバイル 
アプリで生産性を向上する

Enterprise Mobility Suite (EMS) は、ID、デバイス、アプリ、データを管理
できる、唯一の包括的なクラウド ソリューションです。EMS には、Microsoft 
Azure Active Directory Premium、Microsoft Intune、Microsoft Azure 
Rights Management サービスの 3 つの製品が含まれます。

Office 365 はクラウドベースのサービスで、ユーザーはインターネット接続がセ 
キュリティで保護されている場所ならどこからでも Word、PowerPoint、Excel、 
Publisher、Outlook などの業界標準の Office 生産性向上アプリにアクセスで
きるようになります。Office 365 は、どこに外出していても、ユーザー エクスペリエ
ンスを犠牲にすることなく柔軟に作業を続けることを望んでいる従業員向けに設
計されています。

EMS と Office 365 スイートを組み合わせると、管理された包括的なモバイル生
産性ソリューションが提供されるため、ユーザーは高い生産性と緊密に統合され
た企業データ保護を実現できます。

66%
52%

従業員の 66% が仕事に個人デバイスを 
使用している*

17 か国のインフォメーション ワーカーの 52% 
が仕事に 3 台以上のデバイスを使用して
いる**

2017 年にはエンタープライズ企業の 
90% が 2 つ以上のモバイル オペレー 
ティング システムをサポートする***

従業員の 80% は承認を受けていない 
SaaS アプリケーションを仕事に利用して
いると認めている****

90%
80%

Microsoft Enterprise Mobility Suite と 
Office 365 のメリットを組み合わせて生産性
を最大限に高める

ID 管理の同期
Office モバイル アプリ、2,500 を超える人気 SaaS アプリ、オンプレミスの Web 
アプリへのシングル サインオンによって従業員の生産性が向上します。セルフサー
ビス オプションを有効にすると、ユーザーがグループ、パスワード、デバイス、アプリ
を管理できるため、IT 部門がトラブルシューティングのサポートを提供する必要 
性が低くなります。 これで、従業員は必要とする情報、ツール、直感的な 
Office 365 アプリに必要なときにいつでもアクセスできます。

モバイル アプリ管理とモバイル デバイス管理
セキュリティ保護されたデバイス管理で BYOD を促進し、個人デバイスの保護と
準拠も確保します。Office モバイル アプリを展開し、すべての登録デバイスを強
力なワーク ツールにします。 これで従業員は、好きなデバイスからよく知っている 
Office 365 アプリで作業できます。

機密情報の保護
企業リソースへのアクセスのセキュリティを高め、組織内外の機密情報を安全に
共有できるようにすることで、企業データを保護します。組織内外のファイルに従
う、ファイル レベルの暗号化ポリシーを簡単に適用できます。これで、外出先を
含め、どこにあるデータでも保護されます。

Office 365 を Enterprise Mobility Suite と組み合わせると、
従業員は、高い生産性を実現するツール O365 を使って、
事実上どこからでも、どのデバイスでもセキュリティ保護された
状態で作業できるようになります。

• モバイル アプリ、ツール、データに信頼性の高い方法でアクセスできるた
め、社内や外出先で従業員の生産性が向上します

• 複雑なセキュリティ構成を行わなくても、機密データが保護されます

• 従業員のデバイス、アプリ、データを 1 つのシンプルな IT 管理ポータルを
通じてシームレスに管理できます

• リモート ワーカーは使い慣れた Office アプリや好きな生産性向上ツール
にアクセスできます

 * CIB: 「The Future of Corporate ITL: 2013-2017」(企業 ITL の将来: 2013 年～ 2017 年)、2013 年
 ** Forrester Research: 「BT Futures Report: Info workers will erase boundary between enterprise & consumer 

technologies」(BT 将来像報告: インフォメーション ワーカーは企業テクノロジとコンシューマー テクノロジの境界線を消 
す)、2013 年 2 月 21 日

 *** Gartner 社プレス リリース、2012 年 10 月 25 日、http://www.gartner.com/newsroom/id/2213115
 **** http://www.computing.co.uk/ctg/news/2321750/more-then-80-per-cent-of-employees-use-non-approved-

saas-apps-report

Gartner 社は、調査出版物で言及しているいかなるベンダー、製品、サービスも支持しておらず、
最高評価を獲得したベンダーや他のなんらかの評価を獲得したベンダーのみを選択するようテクノ
ロジ ユーザーに推奨しているわけではありません。Gartner 社による調査出版物は、Gartner 社
の調査組織の意見で構成されており、事実の表明と解釈すべきではありません。Gartner 社は、
明示的または暗黙的にかかわらず、商品性や特定目的への適合性の保証を含む、この調査に
関するあらゆる保証を放棄しています。



ビジネス面での主なメリット Enterprise Mobility Suite Microsoft Office 365

従業員は、どこでも仕事する必
要があるときに最適な生産性を
確保できます。

組織は、機密データを保護しながら、従業員がほぼどこから
でも、ほぼどのデバイスでも企業のアプリケーション、データ、 
リソースにアクセスできるようにすることができます。

従業員は、ほぼどのデバイスからでも電子メール、カレンダー、あ
らゆる生産性向上アプリにアクセスできるため、事実上どこから
でも自分の作業や共同作業を行うことができます。

簡素化されたユーザー管理シス
テムで非互換性やユーザー エク
スペリエンスの典型的な問題を
排除して、IT 部門の負荷を軽
減します。

ユーザーは、場所やデバイスを選ばず、Azure Active 
Directory Premium で認証できる 1 つの ID を使って、クラ
ウド アプリケーションやリソースにシームレスに接続できます。 
1 つの ID オプションを使うことで、ユーザー自身がセルフサー
ビスを実施できるようになり、トラブルシューティングの責任が 
IT 部門からユーザーに移転します。ユーザーは、グループやパ
スワードのリセットを自己管理できます。

電子メール、ドキュメント共有サイト、会議、生産性向上ア
プリなどの Office 365 に付属するすべてのクラウド サービス
を、Web ベースの管理コンソール 1 つで集中管理できます。 
IT 部門はロールベースのアクセスを活用し、いつでも、重要な
局面では特に、管理権限を確保することができます。

データを思いどおりの方法で意図
した受信者と安全に共有できる
ため、ビジネスの機敏性が高ま
ります。

Azure Rights Management サービスを利用すると、個々
のファイルを暗号化して送信し、組織内外の意図した受信
者と共有することができます。送信者には、ユーザーやファイ
ルに基づいて特権や編集機能を定義する権限があります。
また、Azure Rights Management サービスではポリシーの
適用がサポートされており、管理者は独自のカスタム ポリシ
ー テンプレートを指定し、IT 部門が一定のビジネス要件とコ
ンプライアンス要件を満たすポリシーを定義できるようにするこ
とができます。

Azure Rights Management サービスと Office 365 を統合す
ると、ユーザーが組織内外の機密情報を共有できるようにする
ために複雑な構成を行う必要がなくなります。共有機能、つまり
安全に共有する機能が Office 365 の基盤に組み込まれてい
るため、データ共有はかつてないほどシンプルかつ直感的になっ
ており、すぐに利用できます。

Enterprise Mobility Suite

EMS での ID およびアクセス管理によって、従業員は 
1 組の資格情報だけで、Office 365 アプリ、オンプレ
ミスの Web アプリ、2,500 を超える人気 SaaS アプリ 
(Salesforce、Workday、Concur など) に簡単にサイ
ンインできます。

EMS でのモバイル デバイスおよびアプリケーション管理
によって、IT 部門は、従業員が好きなデバイスからセキ
ュリティ保護された状態で作業できるようにしながら、管
理権限を確保できます。Office モバイル アプリを登録
デバイスに展開して管理することで、セキュリティを犠牲
にすることなく、新しい作業スタイルをサポートできます。

EMS でのアクセスおよび情報保護によって、ファイ
ル レベルで制御ポリシーが適用されるため、情報
を組織内外で安全に共有できます。データ暗号
化、ID、および承認ポリシーにより、Office 365 で
作成された機密情報の保護が保証されます。
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Microsoft Intune Azure Rights Management 
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