
Sophos Mobile 
Control
モバイル端末向けデータ保護、ポリシーコンプライアンス、

アプリケーションコントロール 

Sophos Mobile Control によって、企業データの安全性が

確保される一方、従業員は最新のモバイルテクノロジーの

恩恵を受けられます。 3G や WiFi ネットワークを通じて、モ

バイルデバイスのセキュリティを確保、監視、制御します。

セルフサービス方式のポータルによる簡単なモバイル管

理で、業務に使用する個人所有のデバイス ( BYOD) を含

む様々なモバイルデバイスを、マルウェア感染やデータ漏

洩から保護します。オンプレミスか SaaS (日本でも今後提

供予定) でご選択できます。



Sophos Mobile Control

データの安全性確保と法規制に対す
るコンプライアンスへの対応 

Sophos Mobile Control を使用すると、モバイ

ルデバイスの種類に関わらず、従業員は外

出先での業務を安全に行うことができます。

モバイルデバイスとセキュリティ  パスワードポリシーやデバイ

スロックなどの一貫したポリシーを使用してモバイルデバイス

の環境設定を行い、機密データを確実に保護できます。

紛失や盗難に遭ったデバイスのリモートワイプ  モバイルデバ

イスが紛失や盗難に遭った場合や離職者がでた場合、管理

者や従業員自身による遠隔操作で、デバイスをロックしたり、

データを削除できます。

メールへの安全なアクセス  Exchange ActiveSync (Microsoft 

Exchange 同期プロトコル) に対して安全なプロキシを使用し、

自社のメールへのアクセスを管理できます。コンプライアンス

条件を満たしたデバイスのみが、メールサーバーにアクセス

できることを定期的に確認します*。

モバイルデバイスの管理を維持  Mobile Control は、Jailbreak 

(脱獄) の検出、パスワードの設定、アプリケーションのブラック

リストなど、設定された企業ポリシーについて、携帯電話の状

況をチェックします。デバイスがコンプライアンスに違反してい

る場合は、管理者へ警告メールを送信して指定したタスクを実

行したり、企業メールへのアクセスを動的にブロックします。*

インベントリー管理  自社で使用するすべてのモバイルデバイ

スのステータス概要を把握できます。デバイスモデル、OS バ

ージョン、その他のデバイス属性を表示できます。また、グラ

フィカルなレポートを表示する事もできます。

特長
 Ì iPhone、iPad、Android、Blackberry、W
indows Mobile などを使用するデバイ
スの一元管理ができる単一のソリュ
ーション 

 Ì ロールベースで集中管理できる Web 
コンソール

 Ì 3G や WiFi ネットワークを使用してデ
バイスを登録し、ポリシーやコマンドを
配信

 Ì Active Directory のグループを参照し
てデバイスへ割り当てるポリシーを適
用可能*

 Ì デバイスが企業ルールに準拠してい
るかコンプライアンス状態をチェックし
て定期的に管理者へメール通知。ま
た、違反デバイスが検知された際に
は、管理者とデバイス利用者へ警告
を送信し、指定したタスクを実行する
事が可能

 Ì 遠隔操作でデバイスの位置を確認し、
デバイスロックやリモートワイプ (デー
タ削除) を行ってデータ流出を防止し、
コンプライアンスへの対応を確保 

 Ì 従業員が簡単にモバイルデバイスを
登録・管理・保護できるセルフサービ
ス方式のポータル

 Ì 適切なアプリケーションが、適切なス
マートフォンやタブレット端末にインス
トールされていることを確認

 Ì Enterprise App Store からアプリケー
ションを配信する推奨アプリや必須ア
プリメニューを提供

 Ì オンプレミスかソフォスが提供する 
SaaS (日本では今後提供予定) のい
ずれかから選択可能

製品無償評価版
30日間の無償試用に登録 http://
www.sophos.com/ja-jp/products/
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Sophos Mobile Control

人気の高い最新のモバイルプラット
フォームを利用した業務

従業員による個人所有のスマートフォンやタ

ブレット端末の業務使用 (BYOD) を許可で

きます。また、従業員が使用する最新のデ

バイスのセキュリティ状態を確認できます。

デバイスのセキュリティ機能を有効化  これにより、コンプライ

アンスを満たすデバイスのみが、企業のメールサーバーにア

クセスできます*。

デバイスへのアプリケーションの配信   iPhone、iPad、Android 

に対応する Enterprise App Store を利用すると、モバイルデ

バイスに安全にインストールできるアプリケーションを確認で

きます。一般に利用できるアプリケーションや、自社内で作

成されたアプリケーションについて機能します。管理下にある 

iPhone、iPad、Androidデバイスに対して Enterprise App Store 

機能を利用する事により、アプリケーションのインストール、ア

ンインストールが行えます。ダウンロードサイトのリンク情報、

或いは自社内で作成されたアプリケーションの場合は、パッケ

ージファイルを配信する事が可能です。また、iOSについては

管理プロファイルに紐付けて配布する事が可能であるため、

個別にアンインストール操作を行う事ができます。

便利なセットアップ方法  3G、WiFi によるセットアップと環境設

定で、時間、場所を問わず、デバイスを制御できます。

管理者の時間を節約するモバイルセ
キュリティ 

モバイルデバイスを利用する従業員のユー

ザーエクスペリエンスを向上させながら、IT 

管理者の業務を簡素化します。 

単一の管理コンソール  IT 管理者は、Web ベースの単一コン

ソールで、サポートするすべてのスマートフォンとタブレット端

末を管理できます。モバイルデバイスの OS、サービスプロバ

イダー、ネットワーク、使用場所の違いにこだわらず、すべて

のデバイスを管理できます。

コンプライアンスの監視  コンプライアンスに対応していないデ

バイスをダッシュボードに表示して、必要な処置やタスクの自

動化をセットアップできます。

セルフサービス方式のポータル  従業員が自分で新しいデバ

イスを有効にできるセルフサービス方式のポータルを利用し

て、従業員にデバイスの登録などのタスクを委託できます。万

が一、モバイルデバイスを紛失した場合も、従業員自身によっ

てリモートロックやリモートワイプができます。

紛失したモバイルデバイスの発見  また、Android ユーザーは、 

GPS や 3G シグナルを使用して、紛失したスマートフォンやタブ

レット端末の位置を確認でき、Google マップで表示できます。

インストールされたアプリケーションの管理  3G や WiFi ネッ

トワークを使用して、デバイス上のアプリケーションを管理した

り、設定済みのアプリケーションを導入できます。また、同じ方

法で、アプリケーションのアンインストール、バックアップの設

定、デバイスの復元もできます。

コンプライアンスの確認  使いやすい Web コンソールでは、

登録されたデバイスを表示して、ポリシーに遵守しているか

どうかを簡単に確認できるダッシュボートが利用できます。ま

た、監査機能も含まれているため、トラックの変更も簡単に確

認できます。

モバイルインベントリー  すべての登録デバイスの記録が一目

で把握できるモバイルインベントリーを表示できます。また、デ

バイスの設定方法、シリアル番号、モデル、ハードウェアの詳

細なども把握できます。

グラフィカルなレポート  管理デバイスのステータスをグラフィ

カルに可視化します。レポートは、コンプライアンス状態、管理

デバイスの状態、所有者、OS種別、各OSのバージョン状態が

表示されます。

マルチテナントに対応  単一の Mobile Control サーバーで複

数のお客様企業を運用する事が可能です。お客様企業毎に

管理者を設定し、デバイス管理権限を委託できます*。

2種類の提供形態  オンプレミスと SaaS にて提供。SaaS の

場合は、管理サーバーを用意する必要はございません。Web 

コンソールにアクセスするブラウザを使用するだけです。SaaS 

は、管理者がいない企業、サーバーを設置できない企業、早

急なサービス利用開始を求める企業に最適です。

Sophos Mobile Control  
コンプライアンスステータス
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対応モバイル OS 

 Ì  Apple iOS 4 以上  

(iPhone および iPad)

 Ì  Google Android 2.2 以上  

(スマートフォン) 

 Ì  Google Android 3.0 以上  

(タブレット)

 Ì   Google Android 4.0 以上  

(スマートフォン、タブレット)

 Ì  Windows Mobile 6.1 以上

 Ì  RIM BlackBerry 

 (BlackBerry Enterprise Server 5.0.3 

以上を使用)*

管理サーバーシステム要件  
(オンプレミス)

 Ì  Windows Server 2003/2003 

R2/2008/2008 R2 

 Ì Java JDK 1.6_20 

 Ì  MS SQL Server 2005/2008/2012 

対応ディレクトリサービス  
(オンプレミス)

 Ì Microsoft Active Directory

 Ì Lotus Notes Directory

 Ì Novell eDirectory

対応メールシステム*

 Ì Microsoft Exchange 2003/2007/2010

 Ì Lotus Notes (Lotus Traveler 使用) 8.5

* オンプレミスのみの機能。

システム要件

http://www.sophos.com/ja-jp/products.aspx

