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ユーザー中心の IT 

 IT のコンシューマリゼーションと  

BYOD に向けたマイクロソフトの 

戦略の詳細 

aka.ms/PeopleCentricIT 

Enterprise Mobility Suite 

 Enterprise Mobility Suite の詳細 

aka.ms/EnterpriseMobilitySuite 

 ボリューム ライセンスの詳細 

aka.ms/EMSVolumeLicensing 

 マイクロソフト パートナーの検索 

aka.ms/PartnerEMS 

 マイクロソフトの営業部門への 

問い合わせ 

aka.ms/ContactMicrosoft 

Azure AD プレミアム 

 Azure AD プレミアムの詳細 

aka.ms/AzureActiveDirectory 

 Azure 多要素認証の詳細 

aka.ms/MultiFactorAuthentication 

Azure RMS 

 Azure Rights Management の詳細 

aka.ms/AzureRightsManagement 

Microsoft Intune 

 Microsoft Intune の詳細 

aka.ms/WindowsIntuneInfo 

課題 

 ユーザーは、各種デバイスから必要なアプリケーションにアクセスできることで高い生産

性が得られることを期待しています。 

 企業は、PC およびモバイル デバイスの管理を可能にする優れた統合機能により、オンプ

レミスの Active Directory ドメイン サービス (AD DS) とクラウドで共通の ID を使用し

て、既存のインフラストラクチャ テクノロジ環境を統一する必要があります。 

 企業は、自社のデータを保護する必要があり、アクセス制御とデータ保護が可能な包括的

なソリューションを必要としています。 

Enterprise Mobility Suite (EMS) 

Enterprise Mobility Suite は、IT のコンシューマリゼーションと Bring Your Own Device 

(BYOD) の課題に対処するマイクロソフトの包括的なクラウド ソリューションです。また、

Enterprise Mobility Suite によって、最もコスト効率の良い方法で次のクラウド サービスを利

用できます。 

 ハイブリッド ID 管理機能を提供する Azure Active Directory (Azure AD) プレミアム 

 モバイル デバイスおよび PC の管理機能を提供する Microsoft Intune 

 データの保護機能を提供する Azure Rights Management Services (Azure RMS) 

 

 

Enterprise Mobility Suite 
ユーザー中心の IT を実現する 

マイクロソフトのクラウド サービスを 

コスト効率良く提供します。 

Enterprise Mobility Suite 

ハイブリッド ID 管理 

Azure AD プレミアム 

モバイル デバイスの管理 

Microsoft Intune 

データの保護 

Azure RMS 

http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/cloud-os/pcit.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/products/enterprise-mobility-suite/
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-options/enterprise.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/find-a-partner.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/contact.aspx
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/active-directory/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/services/multi-factor-authentication/
http://aka.ms/AzureRightsManagement
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/products/windows-intune/default.aspx
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ハイブリッド環境での  

ID およびアクセスの管理 
Azure AD プレミアムは、既存のオンプレミス環境と同期して、クラウドから次のような信頼性

の高い ID およびアクセス管理を提供します。 

 ユーザーによるクラウドベースのセルフサービス パスワード リセット 

 グループ管理 (ユーザーによるセルフサービス グループ管理を含む) 

 1300 を超える SaaS (サービスとしてのソフトウェア) アプリケーションに対応するグ

ループベースのプロビジョニングおよびアクセス管理 

 ログインの異常やその他の脅威を示すマシン学習ベースのセキュリティ レポート 

 オンプレミス ディレクトリに登録されたユーザー情報の信頼性の高い同期 (変更のライ

トバックを含む) 

 包括的な 多要素認証 (MFA) オプションによるリスクおよびサポートのコンプライアンス

要件の低減 

モバイル デバイスの管理 
Microsoft Intune を使用すると、次のようにクラウドから PC とモバイル デバイスを管理でき

るようになります。また、ユーザーは、会社のデータを保護し、セキュリティ ポリシーに準拠

しながら、任意のデバイスを使用して作業することができます。 

 幅広いデバイス間でアプリケーションの提供および管理を実行できます。 

 Windows、Windows RT、Windows Phone から Apple iOS、Google Android まで、

さまざまな種類のデバイスを管理できます。 

 ポリシーの構成や展開、ハードウェアとソフトウェアのインベントリを作成できます。 

 デバイス紛失やユーザーの退職時には、リモートワイプを実行することができます。 

データの保護 
Azure AD プレミアムと Azure Rights Management Services を使用することによって、次の

ように企業資産を保護することができます。 

 既存のオンプレミス インフラストラクチャを使用して、クラウドまたはハイブリッド モ

デルで情報を保護できます。 

 使いやすいソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、ネイティブ アプリケーションに

データの保護機能を統合できます。 

お客様は、Azure AD プレミアム、Microsoft Intune、および Azure Rights Management を

個別に購入いただけますが、ユーザーあたり 1 か月 \1,500 かかります。一方、Enterprise 

Mobility Suite では、この 3 つのソリューションが 1 つのスイートに統合されており、ユーザー

あたり 1 か月 \830 でご利用いただけます。Enterprise Mobility Suite は、マイクロソフトの

エンタープライズ ボリューム ライセンス プログラムを通じて提供しています。 

 

 

 

よく寄せられる質問 

Enterprise Mobility Suite はどんな種類のラ

イセンスがありますか？ 

新規でエンタープライズ アグリーメント (EA) 

をご契約いただくお客様向けユーザー サブスク

リプション ライセンス、既存の EA のお客様向け

には Add-On ライセンスおよび From SA ライセ

ンスをご提供しています。 

Enterprise Mobility Suite または Azure AD 

プレミアムの購入に、既存の Azure の年額コ

ミットメントを使用できますか。 

いいえ。Enterprise Mobility Suite は、お客様の

エンタープライズ契約において別途購入してい

ただく、ユーザーごとの新規サブスクリプション

です。 

スタンドアロンの Microsoft Intune または 

Azure Rights Management Services から 

Enterprise Mobility Suite へのステップアッ

プはありますか。 

Enterprise Mobility Suite への移行を希望され

る場合は、マイクロソフトの営業担当者またはマ

イクロソフト パートナーまでお問い合わせくだ

さい。 

Office 365 を所有している場合、Enterprise 

Mobility Suite によって、どのような多要素認

証 (MFA) の追加の価値が提供されますか。 

Azure AD プレミアムには、MFA が含まれていま

す。また、最新の Office 365 には、Office 365 

ワークロード (Microsoft Exchange Online、

Sharepoint Online など) の MFA 機能が含まれ

ます。 

 

\830 
まとめて 

購入 

\640 \220 

 

\640 

Microsoft Intune 

Azure 

AD プレミアム 

Azure 

Rights Management 

Services 

Microsoft Intune 

※価格は参考価格です。お客様の購入価格は販売店により決定されますので、販売店にお問合せ下さい。 

※価格は新規でエンタープライズ アグリーメント (EA) をご契約いただくお客様向けユーザー サブスクリプション ライセンスの EA レベル A の 1 か月の参考価格です。 

※既存の EA のお客様向けには Add-On ライセンス (EMS 参考価格 \450) および From SA ライセンス (EMS 参考価格 \710) をご提供しています。詳細は販売店までお問い合わせください。 

\1,500 

個別購入 

Enterprise Mobility Suite 

Azure 

AD プレミアム 

Azure 

Rights Management 

Services 


