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モバイル機器の普及に伴い、セキュリティの低いアクセス・ポイン
トから企業リソースを保護する必要性が企業の間で高まっていま
す。BYOD（私物デバイスの業務利用）モデルの採用が進む一方で、
企業の所有するデバイスを従業員に支給する組織もまだ多く存在
します（私用を許可している場合と業務利用に限定している場合が
あります）。Oracle Mobile Security Suite が提供する包括的なエン
タープライズ・モビリティ管理（EMM）ソリューションは、セキュ
リティもユーザー・エクスペリエンスやプライバシも損ねることな
く、BYOD モデルと企業所有モデルの混在環境に対処できます。こ
のクラス最高の EMM ソリューションを使用すると、企業は、完全
な Oracle Mobile Platform の一部として"モバイル・ファースト"戦
略に簡単に移行できます。そのうえで、機能の豊富なクロス・プラッ
トフォームの統合アプリケーションを開発し、業界をリードする
Oracle Identity and Access Management ソリューションを利用し
て企業アクセスを保護できます。 

 

Oracle Mobile Security Suite – 付加価値モバイル・サービスのプラットフォーム 

モバイル機器管理 
Oracle Mobile Security Suite は、企業のセキュリティ・ポリシーに沿ったデバイ
ス制限を実施し、リモート制御でデバイスを管理できるようにすることで、企業
所有のデバイスを保護します。デバイス管理には、エンタープライズ認証を使用
したセルフサービスのデバイス登録、企業プロファイルの自動でのプロビジョニ
ングと削除、アプリケーションと証明書の設定などが含まれます。デバイス制限
ポリシーによって、不適合デバイスが継続的に検出され、企業データを保護する
ように修正されます。デバイス制御がワイヤレスで実行されて、リモートでの選
択的ワイプやフル・ワイプ、デバイスのロック/ロック解除、およびデバイス・
パスコードのリセットが可能になります。また、データが豊富なデバイスとアプ
リケーションのインベントリを基に、Oracle BI Publisher を使って各種のレポー
トを作成できます。 

おもな機能 

• iOS デバイスと Android デバイスでの
厳密認証、暗号化、DLP、デバイス制御
を可能にする、デバイス・レベルとア
プリケーション・レベルの包括的なセ
キュリティ・ポリシーのセット 

• モバイル VPN を不要にするとともに、
不正なアプリケーションから保護する
アプリケーション・トンネル 

• 統合 Windows 認証（Kerberos と NTLM）
と Oracle IDM（OAuth、SAML、OAM）
を使用するハイブリッド・シングル・
サインオン（SSO） 

• Oracle IDM と一体化したセルフサービ
ス・コンソールと管理コンソール 

• 電子メール、予定表、ブラウザ、ファ
イル・マネージャ、ドキュメント・エ
ディタに組み込まれたセキュアな生産
性アプリケーション 

• カスタム・アプリケーションやサー
ド・パーティのアプリケーションの保
護を容易にする、コード変更不要のア
プリケーション・コンテナ化 



 

 

モバイル・アプリケーションの管理 
アプリケーション・カタログ 

管理者は、直感的なアプリケーション・カタログを使用して、さまざまなユー
ザー・グループが利用できるアプリケーションを登録し、範囲指定することがで
きます。ユーザーは、Secure Workspace で使用可能なアプリケーションを確認
してインストールし、アプリケーションが更新された場合に通知を受けることが
できます。 

アプリケーションのコンテナ化 

ネイティブ・アプリケーション、サード・パーティ・アプリケーション、または
カスタム・アプリケーションに対して、コードを変更することなくセキュリティ
機能を導入するためのツールセットが用意されています。これらのコンテナ化さ
れたアプリケーションは、Oracle Mobile Security Suite のアプリケーション・カ
タログにデプロイし、ポリシーに基づいて Secure Workspace に配信できます。
また、コンテンツ、認証、暗号化キー、ポリシーを共有するように構成できるほ
か、アプリケーション間の SSO に加えてデバイスへのパスワードのキャッシュを
不要にすることができます。 

モバイル・コンテンツの管理 
Secure Workspace 

個人のデータを企業のデータとアプリケーションから切り離すことでセキュリ
ティを確保するコンテナ・アプリケーションです。認証、シングル・サインオン、
FIPS 140-2 の暗号化を可能にします。   さまざまなデータ漏えい防止ポリシーを
提供して、データが企業のワークスペースの外に出ないようにします。 

アプリケーション・トンネル 

Secure Workspace を唯一の起点とするアプリケーション・レベルの SSL トンネ
ルです。デバイス・レベルの VPN を不要にするとともに、不正なアプリケーショ
ンのリスクを解消します。ロール・ベースの認可がサポートされ、ユーザー名/
パスワードまた PIN で保護された PKI 証明書を使用した Kerberos プロトコルまた
は NTML プロトコルによる SSO 認証がサポートされます。 

Secure Workspace アプリケーション 

企業データを常に保護された状態にする、エンタープライズ対応の生産性アプリ
ケーション・セットです。組み込まれるアプリケーションには、イントラネット
や HTML5 アプリケーションにアクセスするセキュアな Web ブラウザ、ネット
ワーク・ファイル共有（Oracle Document Cloud Service、Oracle WebCenter 
Content、Windows ファイル・システム、SharePoint など）にアクセスするファ
イル・マネージャ、外出先での Office ファイルの表示や簡単な編集を可能にする
ドキュメント・エディタ、Oracle Secure Mobile Mail Manager アドオン（電子メー
ル、予定表、連絡先、仕事、メモの各機能を備えたセキュアなネイティブ・アプ
リケーション）があります。このクライアントは、ActiveSync メール・サーバー
（Exchange、Google Apps、Lotus Notes など）をすべてサポートします。 

 

おもな利点 

• 優れたユーザー・エクスペリエンス：
タッチ対応デバイスの有効性を高めま
す。デバイス・レベルの PIN や VPN を
必要とすることなく、企業データと個
人データを分離します。モバイル・ア
プリケーション間のシングル・サイン
オンを可能にし、デバイスにパスワー
ドをキャッシュすることなくデータへ
のオフライン・アクセスを保護します。 

• セキュリティ制御の回復：広範囲にわ
たる企業の認証ポリシーやデータ漏え
いポリシーを適用します。企業のワー
クスペースのみを必要時にワイプまた
はロックします。 

• モバイル・アプリケーションのデプロ
イを加速：アプリケーションは、コー
ド変更不要のラップによってセキュリ
ティ・ポリシーに準拠します。複数の
アプリケーション開発プラットフォー
ム（ネイティブ、MAF、PhoneGap、
Xamarian、Cordova、Worklight など）
をサポートします。 

• モバイルによる転換の実現：セキュリ
ティに関する不満や懸念を解消して、
モバイルによるビジネスの転換を実現
します。 

• コスト削減：統一された効率的なセル
フサービスと管理を企業 IDM インフラ
ストラクチャに組み込んで、IT コスト
を削減します。 



 

 

モバイル ID 
Oracle Mobile Security Suite では、既存の ID およびアクセス管理インフラストラ
クチャが備える高度なセキュリティ機能を拡張してモバイル・アクセスに活用す
ることで、エンタープライズ・モバイルの管理とコンプライアンスを実現します。
Oracle Mobile Security Suite は、共通のユーザー、ロール、ポリシー、アクセス
要求、セルフサービス・コンソールと代行管理コンソールを活用し、アプリケー
ションとブラウザからの認証と SSO を可能にします。また、Microsoft AD や
Oracle  Identity Management（Oracle IDM）を使用する Kerberos、SAML 2.0、
OAuth、NTLM の各プロトコルをサポートし、PKI を使用する厳密認証、コンテ
キスト・ベース/リスク対応のステップアップ型証明書ベース認証をサポートし
ます。さらに、デバイス登録時にプロビジョニングされたデバイス証明書のライ
フ・サイクルを管理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

Oracle Identity Governance について、詳しくは oracle.com を参照するか、
+1.800.ORACLE1 でオラクルの担当者にお問い合わせください。 
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