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エンタープライズ モビリティ 

 マイクロソフトのエンタープライズ  

モビリティ戦略の詳細 

aka.ms/ems_jp 

モバイル デバイスとモバイル 

アプリケーションの管理 

 MDM と MAM の詳細 (英語) 

aka.ms/MDM-MAM 

Microsoft Intune 

 Intune の詳細 

aka.ms/microsoftintune_jp 

 Intune の無料評価版へのサインアップ 

aka.ms/IntuneFreeTrial_jp    

 テクニカル リソース 

aka.ms/IntuneTechResources 

 Intune Trust Center 

aka.ms/intunetrustcenter_jp 

 

System Center 

Configuration Manager 

 System Center  

Configuration Manager の詳細 

aka.ms/sccm_jp 

エンタープライズ モビリティに関する課題 

 従業員は、生産性を維持するため、各種デバイスから必要なアプリケーションへの一貫

したアクセスができる環境を求めています。 

 IT 部門は、そのような柔軟性を提供することで従業員の生産性を高めたいと考える一

方、個人所有のデバイスと会社所有のデバイスの両方で企業情報のセキュリティを確

保できるスケーラブルな方法も必要としています。 

Microsoft Intune でアプリとデバイスの管理を簡素化 

Microsoft Intune を使用すると、組織は企業情報のセキュリティを確保しながらも、従業員が

ほぼどこからでも、ほぼすべてのデバイスで企業アプリケーション、企業データ、および企業

リソースにアクセスできるようにすることが可能です。 

利点 

 デバイスの選択肢: 従業員がセルフサービス型の会社ポータルで自分のデバイスを登録し

て管理する作業や、企業アプリケーションをインストールする作業を、すべて任意の

デバイスから行えるようにすることができます。 

 Office モバイル アプリの管理性: 従業員が使い慣れた Office モバイル アプリで企業リ

ソースにアクセスできるようにして、生産性を最大限に高めるとともに、企業データ

の漏洩を防ぐためのポリシーを適用できます。 

 データ保護: デバイスの登録と管理者が設定したコンプライアンス ポリシーに基づい

て、Exchange や Outlook の電子メール、OneDrive for Business のドキュメントな

どの企業データをセキュリティで保護できます。 

 インフラストラクチャが不要: Intune を使用してクラウドからモバイル デバイスを管理

することで、ハードウェアやインフラストラクチャの計画、購入、保守の必要性がな

くなります。 

 エンタープライズの統合: 既存の System Center Configuration Manager のインフラ

ストラクチャを Intune との統合によって拡張することで、オンプレミス/クラウドを

問わず、すべてのデバイスで一貫した管理エクスペリエンスを実現できます。 

 柔軟なライセンス体系: Intune のユーザー単位のライセンス モデルによって、デバイス

の数を数える時間を節約できます。また、Intune は、Enterprise Mobility Suite 

(EMS) のコンポーネントです。EMS によって、Intune、Azure Active Directory 

Premium、および Azure Rights Management Premium を最もコスト効率の良い方

法で利用できます。 

 24 時間年中無休のサポートによるグローバルな対応: すべての Intune サブスクリプ

ションに含まれるマイクロソフトのグローバルなオンライン サポートや電話サポート

によって、質問への回答が得られます。 

Microsoft Intune 
クラウドからモバイル デバイス、 

モバイル アプリケーション、 

および PC の管理機能を提供 

http://aka.ms/ems_jp
http://aka.ms/MDM-MAM
http://aka.ms/microsoftintune_jp
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http://aka.ms/IntuneTechResources
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モバイル デバイスの管理 (MDM) 

Microsoft Intune を使用すると、統合されたデータ保護機能とコンプライアンス機能によって

クラウド経由でモバイル デバイスを管理できるため、複雑さが軽減されます。また、

Windows、Windows Phone、iOS、Android などの最も一般的なプラットフォームで、個人

所有のデバイスと会社所有のデバイスをセキュリティで保護された方法で管理できるようにな

ります。さらに、ユーザーがセルフサービス型の会社ポータルで自分のデバイスを登録して管

理する作業や、企業アプリケーションをインストールする作業を行えるようにすることができ

ます。大規模なデバイス展開の場合には、Apple Configurator や Intune サービス アカウン

トを使用して登録を簡素化できます。Intune のリソース アクセス ポリシーを使用すると、未

登録のデバイスや非準拠デバイスから企業リソースへのユーザーによるアクセスを制限できま

す。そのほか、パスコードのリセット、デバイスのロック、データ暗号化、紛失または盗難に

あったデバイスの完全なワイプなど、リモート操作を有効にするためのデバイス設定を適用す

ることも可能です。 

モバイル アプリケーションの管理 (MAM) 

Microsoft Intune を使用すると、従業員が最も使い慣れた Office モバイル アプリに管理性と

データ保護機能が直接組み込まれます。これにより、Intune の管理対象アプリと個人用アプ

リ間でのコピー、切り取り、貼り付け、名前を付けて保存などの操作を制限して、企業データ

の漏洩を防止できます。Intune では、Intune アプリ ラッピング ツールを使用して、これら

の機能を既存の基幹業務アプリに拡張できる柔軟性や、Intune Managed Browser、PDF 

ビューアー、AV プレーヤー、およびイメージ ビューアーの各アプリを使用して、セキュリ

ティで保護された方法でコンテンツを表示できます。また、モバイル デバイスから特定のアプ

リケーションや URL アドレスへのアクセスを拒否したり、登録時に必要なアプリが自動的に

プッシュされるようにすることも可能です。さらに、企業情報の保護を強化するため、未登録

や非準拠のデバイス、紛失や盗難に遭ったデバイス、あるいは使用しなくなったデバイスに対

して、管理対象アプリと関連データのセレクティブ ワイプを実行することもできます。 

PC の管理 

Microsoft Intune は、PC やノート PC など、さまざまなデバイスを管理するための包括的な

ソリューションを提供します。System Center Configuration Manager との統合によってさ

らに機能を強化することで、PC、Mac、UNIX/Linux サーバーだけでなく、モバイル デバイス

もすべて 1 つの管理コンソールから管理できるようになります。また、管理対象コンピュー

ターでのマルウェアの脅威に対する保護、ハードウェア構成や管理対象コンピューターにイン

ストールされたソフトウェアに関する情報の収集、コンピューターでのソフトウェアの展開と 

Windows ファイアウォール設定の構成による管理の簡素化も可能になります。 

Enterprise Mobility Suite での柔軟なライセンス体系 

Microsoft Intune のサブスクリプション ライセンスは、ユーザー単位で付与されます。その

ため、ユーザーごとにデバイスの数を数える必要がありません。また、Intune は、お客様の

エンタープライズ モビリティの課題に対応する包括的なクラウド ソリューションである、マ

イクロソフトの Enterprise Mobility Suite (EMS) のコンポーネントです。EMS 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。 

 Microsoft Intune 

 Microsoft Azure Active Directory Premium 

 Microsoft Azure Rights Management Premium 

 Microsoft Advanced Threat Analytics 

 

マイクロソフトの Enterprise Mobility Suite の詳細については、 

次のサイトを参照してください。 
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導入事例 
 

(1) 三井不動産リアルティ株式会社 

iPhone 端末 3,500 台の管理工数を 

最大 10 分の 1 に削減。 

Enterprise Mobility Suite を 2 か月でス

ピード導入 

 

導入メリット 

 Intune による iPhone の 

キッティング手順の簡略化 

 追加アプリの配信に関する運用 

工数を最大 10 分の 1 に削減 

 マイクロソフトの手厚いサポート 

体制による安定的な稼働 

 ワークスタイル多様化に向けたマル

チデバイスの一元管理基盤を構築 

 

ユーザーコメント 

「クラウド サービスということもあり、問

題点の修正結果が反映されるスピードも早

く、マイクロソフトに不具合の状況を伝え

ると、いつの間にか修正が完了していたこ

ともありました。サポート体制や、対応品

質も含め、たいへん満足しています」 

http://aka.ms/ems_mf-realty 

 

 

(2) メルテックス株式会社 

Enterprise Mobility Suite (EMS) で 

Intune を導入。 

海外拠点も含めて PC 約 300 台と 

iPhone 70 台を一元管理し、デバイスの

資産管理と紛失時のセキュリティ確保を実

現 

 

導入メリット 

 海外拠点も含めたデバイスの資産 

管理の実現 

 Office 365 との連携による管理 

コストの削減 

 iPhone 紛失時のセキュリティ対策

の実現 

 多言語対応による海外拠点での 

スムーズな導入 

 

ユーザーコメント 

「今までつかめなかった海外の PC の状態

がわかるようになり、クライアント管理が

きちんとできるようになりました。また 

Office 365 とシームレスに連携している

ので、管理面でのコスト削減も実現できて

います。クラウド環境になったことで、今

まで海外拠点のユーザーは、自分たちでソ

フトを購入し、インストールしていました

が、その必要もなくなりました」 

http://aka.ms/ems_meltex2 

http://aka.ms/ems_jp

